
Discovery Channel Program Line-up  (1) 

 
 
 
 

2012年年年年9月月月月おすすめおすすめおすすめおすすめ番組番組番組番組 
ディスカバリーディスカバリーディスカバリーディスカバリー・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社 

2012年年年年7月月月月20日日日日 

 

 

2012 年年年年 9 月月月月 
ディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネル 

 

特集：地底の世界 
3 日（月）～7 日（金） 23：00～25：00 ほか 

 

地球上の大陸・海・山脈・火山・地下洞窟など、雄雄しくも美しい風

景の下には、未だ解明半ばの巨大なエネルギーが存在する。世界

中の研究者たちを魅了してやまないその場所は、大陸をも動かし、

生命を育む神秘の地底世界。 

その全貌が今明かされる。 

 

特集：UFO と宇宙人 
10 日（月）～21 日（金） 23：00～24：00 ほか ※土日除く 

 

空飛ぶ円盤、未確認飛行物体、ＵＦＯ･･･ 

エイリアン、地球外生命体、宇宙人･･･ 

 

呼び名は数あれど、その正体とは一体？ 

 

ちまたでまことしやかに囁かれるウワサ、それは国家の陰謀

か、はたまた都市伝説か？ ＵＦＯと宇宙人を徹底検証する。 

 

宇宙飛行士が実際に撮影した、謎の飛行物体の映像や画像を紹介する新番組「NASA 宇宙飛行士が

見た UFO」や、世界的権威の非営利団体 「SETI インスティテュート」の全面協力による“未来予想ドラ

マ”的 新シリーズ「地球外生命体との遭遇」を中心に、宇宙人の存在と人類の関係について、元宇宙

飛行士や研究者たちが解説する。 

ＣＳチャンネルブランド調査 2011 

（ジュピターテレコム調べ） 
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溶岩溶岩溶岩溶岩、、、、海底海底海底海底、、、、アイスランドアイスランドアイスランドアイスランド…………    CGCGCGCG・・・・スーパースロースーパースロースーパースロースーパースロー・・・・空撮空撮空撮空撮をををを駆使駆使駆使駆使しししし、、、、神秘神秘神秘神秘のののの世界世界世界世界をををを解解解解きききき明明明明かすかすかすかす    

地球上の大陸・海・山脈・火山・地下洞窟など、雄雄しくも美し

い風景の下には、未だ解明半ばの巨大なエネルギーが存在

する。世界中の研究者たちを魅了してやまないその場所は、

大陸をも動かし、生命を育む神秘の地底世界。 

その全貌が今明かされる。 

 

「地球のメカニズム」シリーズ紹介文 

宇宙から地球を見ると、静かで何も変化していないように見える。し
かしそれは大いなる錯覚。地球では一日平均、少なくとも大地震が５
０回、大規模な噴火が１２回も発生している。この瞬間も、私たちの足
の下では大きな変化が起きているというのだから、いかに地質学が
重要であるかは明白であろう。地下で行われている活動は、私たちの知らないうちに生活に大きな影響を与えて
いるのだ。 
 
地球地球地球地球ののののメカニズムメカニズムメカニズムメカニズム：：：：地底編地底編地底編地底編（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））(3 日日日日 23：：：：00) 
ＨＶ制作／私たちの足の下で行われている地球内部の活動は、どの
ような形で人間の生活に影響を与えているのか？／地球のエンジン
である中心部をご紹介。これまで世界中の科学者たちが集めてきた、
地核内部に関する貴重なデータを元に、地球の内側を探る。中心部
はいわば地球のエンジン。このエンジンは私たちの生活に絶えず影
響を与えている。地底で行われている活動は、地上での生活に欠か
せないのだ。そして地球の表面積の７２％を占めているのが海。しか
し海底にはどのような地形が隠れているのか？謎の多い海底の世界
を最新の技術で解明する。地球の仕組みを再発見しよう。 
 
地球地球地球地球ののののメカニズムメカニズムメカニズムメカニズム：：：：海底編海底編海底編海底編（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（3 日日日日 24：：：：00）））） 
ＨＶ制作／私たちの足の下で行われている地球内部の活動は、どの
ような形で人間の生活に影響を与えているのか？／今回は海底の謎
を解き明かす。地球上で最も深い海を旅しよう。今回は海に潜む謎が
私たちの生活にいかに影響を及ぼしているかを紹介する。ＣＧＩ技術
と最新の科学データを駆使し、地球をビジュアル化。地球の中心部や、
海底に隠された秘密をご覧いただこう。私たちの命を支える地球内部
の働き…見たことのない地球の姿が明らかとなる。 
 
ザザザザ・・・・コアコアコアコア～～～～地核地核地核地核にににに眠眠眠眠るるるる秘密秘密秘密秘密～（～（～（～（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（4 日日日日 23：：：：00／／／／7 日日日日 24：：：：00）））） 
ＨＶ制作／地球の核は非常に大きく、その温度は太陽の表面温度に
匹敵する―番組には、この謎だらけの“モンスター”を解明しようと研
究している科学者たちが登場する。これまでの彼らの発見で、地球の
進化の過程や核の年齢、未来が徐々に解明され始めているという。
また、核は私たちが想像する以上に速いペースで温度が低下してい
ることも判明した。もし液体からなる外核が冷却されて固まれば、地球を守っている磁場は消えてしまう。地球が
火星のように荒涼とした星になってしまうのだ。 
 
科学科学科学科学のののの発見発見発見発見ベストベストベストベスト 100：：：：地球科学地球科学地球科学地球科学（（（（二二二二））））（（（（4 日日日日 24：：：：00）））） 
HV 制作／ホストのビル・ナイが、ワシントン州のシアトル近くのレーニ
エ山をバックに、地球内部の構造についてと科学者がいかにして、地
球の歴史を異なる地層研究を合わせて解明してきたかを説明する。
岩の成分と累層が地表に出てくるのは、地球の地殻とマントルの絶
え間ない運動があるからなのだ。そしてセントヘレナ山へ行き、地震
と火山の研究が構造地質学と、海そして大陸のダイナミックな地質学
の理解に貢献しているかを明らかにする。 
 
地底地底地底地底へのへのへのへの旅旅旅旅(2 時間時間時間時間)（（（（二二二二））））（（（（5 日日日日 23：：：：00～～～～25：：：：00）））） 

特集：地底の世界 
 

放送日時： 3 日（月）～7 日（金） 23：00～25：00 ほか 
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HV 制作／９９％は、未だに知られていない地球の内部への旅、ひとつひとつの地層の役割、地下６４００キロの
地球の仕組みとその中心に迫る。地球から３８万キロ上空の月にまで到達した人類だが、地球の９９％以上に未
だ足を踏み入れていない。と言っても、これは地表の話ではなく地球の内部。地球はタマネギのようになっていて、
ひとつひとつの層に役割があり、様々な生命が生きられるようになっているのだ。マグマが渦巻くマントル、月ほ
どの大きさの溶融鉄が巨大な磁石となっている地下３２００キロの世界。そして重力が存在しない地下６４００キロ
の地球内部への旅地球の仕組みとその中心に迫る。 
 
地球地球地球地球のののの中中中中へへへへ    パートパートパートパート 1（（（（字字字字））））（（（（6 日日日日 23：：：：00）））） 
HV 制作／ジュール･ヴェルヌの SF 古典小説「地底旅行」。映画にもなったこの作品から、よりすぐりのシーンをい
くつか映像で紹介する。  ヴェルヌの小説はフィクションだが、地中環境についての研究が進むと、この本が事
実に基づいた作品であることが判明した。科学で解明された古生物学や地球の構造などは、すでに本の中で言
い当てられていたのだ。この番組では、世界中をめぐり、火山を望み、地球の中心で行われているいとなみを感
じ取る。 
 
地球地球地球地球のののの中中中中へへへへ    パートパートパートパート 2（（（（字字字字））））（（（（6 日日日日 24：：：：00）））） 
HV 制作／ジュール･ヴェルヌの SF 古典小説「地底旅行」。映画にもなったこの作品から、よりすぐりのシーンをい
くつか映像で紹介する。  ヴェルヌの小説はフィクションだが、地中環境についての研究が進むと、この本が事
実に基づいた作品であることが判明した。科学で解明された古生物学
や地球の構造などは、すでに本の中で言い当てられていたのだ。この
番組では、世界中をめぐり、火山を望み、地球の中心で行われている
いとなみを感じ取る。 
 
地球地球地球地球はははは膨張膨張膨張膨張しているのかしているのかしているのかしているのか？（？（？（？（二二二二））））（（（（7 日日日日 23：：：：00）））） 
半世紀ほど前に注目を浴びながらも、表舞台から消えていった地球膨
張説…しかし、地道に膨張論の研究を続ける科学者らがいる。地球が
膨張しているとする証拠とは？地球の成長と自転スピードとの関係と
は？なぜ、日食直後の地震が予知されたのか？ニュートリノと地球膨
張の関係とは？さまざまな角度から、地球膨張の可能性について検証
する。    

新番組新番組新番組新番組「「「「ザザザザ・・・・コアコアコアコア～～～～地核地核地核地核にににに眠眠眠眠るるるる秘密秘密秘密秘密～」～」～」～」にににに登場登場登場登場するするするする日本人研究者日本人研究者日本人研究者日本人研究者    

東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学    教授教授教授教授    廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬    敬氏敬氏敬氏敬氏    

世界で初めて地球中心の超高圧高温状態を実験室内で実現（2010 年 4 月） 
廣瀬敬教授と舘野繁彦特任助教が、独立行政法人海洋研究開発機構と財
団法人高輝度光科学研究センターとの共同研究により、レーザー加熱ダイ
ヤモンドアンビル装置を用いて、地球の中心に相当する超高圧・超高温の
状態（364 万気圧、5,500 度）を実験室内で実現することに、世界で初めて成
功した。  http://www.geo.titech.ac.jp/lab/hirose/home.html 

    

    

    

宇宙飛行士宇宙飛行士宇宙飛行士宇宙飛行士がががが実際実際実際実際にににに宇宙宇宙宇宙宇宙でででで撮影撮影撮影撮影したしたしたした映像映像映像映像をををを公開公開公開公開！！！！    

特集：UFO と宇宙人 
 

放送日時： 10 日（月）～21 日（金） 23：00～24：00 ほか ※土日除く 

ディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネル x 代官山代官山代官山代官山 T-TRAVEL 共同企画共同企画共同企画共同企画「ＵＳＡ「ＵＳＡ「ＵＳＡ「ＵＳＡ地底神秘地底神秘地底神秘地底神秘のののの旅旅旅旅 6 日間日間日間日間」」」」プレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーン 

応募期間： 8/14（月）～9/30（日） 

賞   品： 「ＵＳＡ地底神秘の旅 6 日間」(アーカンソー州) 1 組 2 名様 

ダイヤモンド鉱区「クレーターオブダイヤモンド」で採れたダイヤモンド(0.2 カラット相当/約 25,000 円)1 個 5 名様 

 
応募方法： ディスカバリーチャンネル特設サイトより 

http://japan.discovery.com/present_inearth （8 月 14 日オープン） 
旅行日程： 2012 年 11 月 22 日（木）～11 月 27 日（火） ６日間 
内   容： 鍾乳洞見学、ダイヤモンド・クリスタル採掘体験、温泉 
       9/15 開催 事前ワークショップ付き。    

添乗員同行/現地日本人ガイド同行/夕食 1 回付き/2 名 1 部屋利用/ 
成田発着 ※詳細は特設サイトでご覧下さい 
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空飛ぶ円盤、未確認飛行物体、ＵＦＯ･･･ 

エイリアン、地球外生命体、宇宙人･･･ 

 

呼び名は数あれど、その正体とは一体？ 

 

ちまたでまことしやかに囁かれるウワサ、それは国家の陰

謀か、はたまた都市伝説か？ ＵＦＯと宇宙人を徹底検証

する。 

 

宇宙飛行士が実際に撮影した、謎の飛行物体の映像や画

像を紹介する新番組「NASA 宇宙飛行士が見た UFO」や、世界的権威の非営利団体 「SETI インスティ

テュート」の全面協力による“未来予想ドラマ”のような新シリーズ「地球外生命体との遭遇」を中心に、

宇宙人の存在と人類の関係について、元宇宙飛行士や研究者たちが解説する。 

 

「地球外生命体との遭遇」シリーズ紹介文 
“最初の遭遇”とは一体どのようなものなのだろうか？１９６０年代初
頭、かの有名な天体物理学者カール・サガンと、地球外生命体に関
する分野では先駆者的存在であるその同胞たちは、ＳＥＴＩと呼ばれる
地球外知的生命体の探査プロジェクトを立ち上げた。「我々は、本当
に宇宙で唯一の知的生命体なのだろうか？」―このシリーズでは、Ｓ
ＥＴＩ関係者やＮＡＳＡの天文学者、宗教者から天体物理学者、ＳＦ小
説家、そしてサガンの息子ニックまで、ＳＥＴＩに長年にわたって関与し
てきた彼らの、語られることのなかった思いを明らかにする。ファース
ト・コンタクトとは一体どのようなものか、これらの洞察と、再現ドラマ
を織り交ぜ、衝撃的な予想図を描き出す。 

 

NASA 宇宙飛行士宇宙飛行士宇宙飛行士宇宙飛行士がががが見見見見たたたた UFO（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（10 日日日日））））  

【HV 制作】今まで正体不明の飛行物体がＮＡＳＡのカメラに幾度となく捕らえられてきた。また、多くの宇宙飛行士
がＵＦＯを目撃したと報告している。地球由来の飛行物体とは考えにくい奇妙な形状や発光の仕方が報告される
ものの、その多くはＵＦＯではないと証明されてきた。しかし、中には、今日まで説明のつかない事例もあるという。
番組ではＮＡＳＡが撮影した貴重な映像を交えながら、宇宙飛行士や科学者のインタビューを紹介し、地球外生
命体が存在する可能性を探る。 
 
★PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP★ 

 
地球外生命体地球外生命体地球外生命体地球外生命体とのとのとのとの遭遇遭遇遭遇遭遇１１１１（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（11 日日日日）））） 
【HV 制作】地球外知的生命体との“ファースト・コンタクト”を調
査する科学者たち／もし宇宙からメッセージが送られてきたと
したら何が起こる？人間はどう反応する？地球外知的生命体
探査研究所ＳＥＴＩと、その創始者カール・サガンの息子である
ニックの協力を得て、ファースト･コンタクトの予想図を描く。科
学者やＳＦ小説家が想定する地球最大の危機とは？世界を変
える一大事、地球外知的生命体との遭遇が実際に起きたらど
うなるか、仮定のシナリオを軸に考察していくシリーズ前編。 
 

地球外生命体地球外生命体地球外生命体地球外生命体とのとのとのとの遭遇遭遇遭遇遭遇２２２２（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（12 日日日日）））） 
【HV 制作】地球外知的生命体との“ファースト・コンタクト”を調
査する科学者たち／もし宇宙船が地球に向かっていると知ったら、人間はどういう反応をみせるのか。地球外知

Allen Telescope Array (ATA) 

NASA 所有の映像を公開 

 

NASA が所有する貴重な映像や画像をふんだんに紹介。実際に宇宙飛行士が撮影した映像は臨場感があ
り、これまで目にしてきたような地上から撮影した空中の UFO ではなく、宇宙を背景に飛行する UFO の映像
は、圧巻である。報告書がアメリカ政府と軍によって全面的に否定されている事例など、想像をかきたてる映
像もあり。2006 年 09 月に撮影された映像には、トライアングルの物体がはっきりと映し出されている。特に、
1991 年 11 月に撮影された、高速スピードで動き、途中停止したりする飛行物体は驚嘆。 
飛行物体を見たという宇宙飛行士と、秘密衛星ではないかと推察する地上スタッフのやりとりなど、当時の様
子を実際に撮影した元飛行士が語る。飛行士だけでなく、単にシャトルのガラスへの映り込みでは？と示唆す
る映像解析エージェントなど、さまざまな専門家による客観的な意見も取り入れている。 
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的生命体探査研究所ＳＥＴＩと、その創始者カール・サガンの息子ニックの協力を得て、ファースト･コンタクトの予
想図を描く。科学者やＳＦ小説家が想定する地球最大の危機とは？世界を変える一大事、地球外知的生命体と
の遭遇が実際に起きたらどうなるか、仮定のシナリオを軸に考察していくシリーズ後編。人間はエイリアンから何
かを学ぶのか、それとも、地球を奪われてしまうのか―。我々はどうやって“宇宙の隣人”に接触するのか、人類
の長年の疑問に迫る。 
 
★PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP★ 

ナチスナチスナチスナチスのののの UFO 開発計画開発計画開発計画開発計画（（（（二二二二））））（（（（13 日日日日）））） 
【HV制作】第２次世界大戦当時のUFO目撃情報は、ナチスが空飛ぶ円盤を開発していたことと関係があるかもし
れない…。ヒトラーはUFOのような秘密兵器の開発に挑戦し、ドイツを爆撃していた連合軍の爆撃隊を撃墜しよう
としたという…。ナチスの科学者は多くの優秀な軍用機や、弾道ミサイル開発したことで知られているが、円状の
翼を備えた空飛ぶ円盤、バヴァリアの飛行に成功していたという証拠も残っている。当時の UFO 目撃情報とは、
この飛行機のことなのか。 
 
地球外生命体地球外生命体地球外生命体地球外生命体はいるのかはいるのかはいるのかはいるのか？（？（？（？（2 時間時間時間時間）（）（）（）（二二二二））））（（（（14 日日日日）））） 
【HV 制作】地球外生命体が太陽系に存在するのか？最新の科学的証拠に基づき、ＮＡＳＡの専門家クリス・マッ
ケイと共に地球外生命体の存在と謎に迫る。地球外生命体、数千年に渡って人類を魅了してきたが、未だ地球
の外側で生命の痕跡や証拠を見つかっていない。多くの科学者は時間の問題だと考えている。太陽系のどこか
で生きているであろう生命体には、木星の水素からなる大気に漂うものや、灼熱の月の海を生き抜くものなど
様々な種類があるだろう。 
 

未解決未解決未解決未解決のののの歴史歴史歴史歴史：：：：ロズウェルロズウェルロズウェルロズウェル事件事件事件事件（（（（字字字字））））（（（（17 日日日日）））） 
1947 年 7 月のある朝、ニューメキシコ州ロズウェルから 120km 離れた牧場に、何かの墜落した残骸が散乱して
いた。事故の通報を受けた陸軍航空隊が調査を開始し、その公式発表は空飛ぶ円盤を捕獲したという衝撃的な
ものだった。ニュースは世界を駆け巡ったが、軍は翌日に空飛ぶ円盤であることを否定し、観測用気球の墜落だ
ったと再発表した…。現在でも多くのアメリカ人が、政府がロズウェル事件の真相を隠蔽していると考えている。 
 

超常現象調査隊超常現象調査隊超常現象調査隊超常現象調査隊：ＵＦＯ（：ＵＦＯ（：ＵＦＯ（：ＵＦＯ（字字字字））））（（（（18 日日日日）））） 
白昼に撮影されたＵＦＯを再現するために、米国境の南へ飛んだ調査チームはメキシコ流のあたたかい歓迎を受
ける。彼らはＵＦＯを呼び寄せるのか、それとも奇想天外な方法を使うのか。そしてチームが次に向かったのは、
幽霊が出ることで有名なユタ州の高校だった。学校は怪談の生まれる場所として有名だが、幽霊マニアたちはナ
イトビジョンカメラで幽霊の撮影に成功したというのである。科学とマジックの両面から幽霊の正体暴けるか。 
 

超常現象超常現象超常現象超常現象 X ファイルファイルファイルファイル 1/UFO 多発地帯多発地帯多発地帯多発地帯（（（（字字字字））））（（（（19 日日日日）））） 
科学では決して説明できないことが、私たちが住む地球にはたくさんある。世界中で数百人もの人、UFO を目撃
している。その多くは何か他のものであるという説明で解決した。しかし、テキサス州スティーヴンヴィル、インディ
アナ州ココモ、マサチューセッツ州サウスウィックでは、UFO の飛来が多くの人に目撃されただけでなく、ビデオテ
ープに録画され証拠として残っている。果たして UFO とエイリアンは存在するのか。 
 

好奇心好奇心好奇心好奇心のののの扉扉扉扉：：：：宇宙戦争宇宙戦争宇宙戦争宇宙戦争はははは起起起起こるのかこるのかこるのかこるのか？（？（？（？（二二二二））））（（（（20 日日日日）））） 
【HV制作】人々の知的好奇心をくすぐる世の中の不思議に迫る／エイリアンが地球へ襲来―SF小説や映画の世
界では御馴染みの話。しかし、地球外生命体が地球を襲う可能性は本当にないのだろうか？SF の世界がすべて
作り話とは言い切れない。最新の科学では、エイリアンが実在することが示唆され、そしてそれはＥ.Ｔ.のような愛
くるしさを持っているとは限らないのだとか。最高の科学者と、軍事戦略家を招き、もしエイリアンが襲ってきたら
どうなるか、詳細にシミュレーションする。番組ホストは、『アバター』『世界侵略：ロサンゼルス決戦』などで知られ
る女優のミシェル・ロドリゲス。 
 

エイリアンプラネットエイリアンプラネットエイリアンプラネットエイリアンプラネット（（（（字字字字））））（（（（2 時間時間時間時間））））（（（（21 日日日日）））） 
【HV 制作】ウェイン・バーロウの著書をベースに製作されたこの番組は、見る者をバーチャル宇宙探査の旅へと
誘う。その使命は、新しく発見された惑星とそこに生息する知的生命体の調査だ。NASA（米航空宇宙局）のコン
サルタント達が基礎となる宇宙船と探査計画、コントロールセンター、そして宇宙や惑星での調査に必要な機材を
リアルに作成する。番組はハイビジョンデジタルで撮影され、リアルな CGI や映像効果もふんだんに使われてい
る。 

 

世界的権威の非営利団体 「「「「SETI インスティテュートインスティテュートインスティテュートインスティテュート」」」」が全面協力 

SETI とは、Search for Extra-Terrestrial Intelligence（地球外知的生命体探査）のこと。 
電波望遠鏡を使って、自然界ではありえない信号（宇宙から送られてきているメッセージ／電波）を探し、地球
外生命体を探すプロジェクトの総称。世界中の学術機関や団体などにおいて、多くの科学者や研究者たちが
取り組んでいる。 
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あのあのあのあの人気人気人気人気シリーズシリーズシリーズシリーズ「「「「怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説」」」」ののののスピンオフシリーズスピンオフシリーズスピンオフシリーズスピンオフシリーズ    

専門分野が異なる２つのチームが複雑な装置を作り、創造力を競い合う。ひ

とつの仕掛けが次の仕掛けを引き起こすように設計し、連鎖的に反応する巨

大装置を作るのだ。投石機や死刑執行具など、毎回奇抜な仕掛けが登場す

る。なんと大きな火の玉を使って装置を動かしたりもするのだ。チームのアイ

デア力や問題解決能力、チームワークが試される。 “怪しい伝説”でおなじ

みのアダムとジェイミーが審査員を務め、番組の最後に勝者が発表される。 
 
怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：カラクリカラクリカラクリカラクリ装置選手権装置選手権装置選手権装置選手権４４４４（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（8 日日日日）））） テーマテーマテーマテーマはははは、、、、““““道具道具道具道具”””” 
【HV 制作】２つのチームが作った装置を“怪しい伝説”でおなじみのアダムとジェイミ
ーが審査する／今回は園芸用具や電動工具など日常生活で使う“道具”がテーマ。
建設作業員のチーム“ジャガーノート”とデザイナーのチーム“スーパー・スペシャル”
が対決する。ジャガーノートは“失敗続きの建設現場”という設定で作業に取り組み、
スーパー・スペシャルは“妻に押しつけられた雑用を片づける夫”という設定で装置を
作ることに。しかし両チームとも順調なスタートが切れず、徐々にフラストレーションを
募らせていく。数日後、アダムたちからは仕掛けに大量の粘着テープを使うよう追加指令が出る。一体どのような
装置が完成するのだろうか。 
 
怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：カラクリカラクリカラクリカラクリ装置選手権装置選手権装置選手権装置選手権５５５５（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（15 日日日日）））） テーマテーマテーマテーマはははは、、、、““““重重重重ささささ 対対対対    軽軽軽軽ささささ”””” 
【HV 制作】２つのチームが作った装置を“怪しい伝説”でおなじみのアダムとジェイミーが審査する／今回のテー
マは“重さ 対 軽さ”だ。テレビや映画の大道具を担当するスタッフのチーム“ブレッカ・ブラザーズ”と電気技師チ
ームの“クラッシュ・スペース”が対戦する。ブレッカ・ブラザーズは軽い物が重い物を持ち上げているように見える
仕掛けを考え、自分たちも仕掛けの一部になることを思いつく。クラッシュ・スペースはカーニバルを再現して重さ
と軽さを表現することに。数日後、アダムたちから必ず仕掛けにピアノを取り入れよとの追加指令が出る。残り時
間が少ない中、片方のチームにトラブルが発生し、装置の完成が危ぶまれるのだった。 
 
怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：カラクリカラクリカラクリカラクリ装置選手権装置選手権装置選手権装置選手権６６６６（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（22 日日日日））））    テーマテーマテーマテーマはははは、、、、““““映画映画映画映画”””” 
【HV 制作】２つのチームが作った装置を“怪しい伝説”でおなじみのアダムとジェイミーが審査する／今回は“映
画”をテーマにした装置を作る。対戦するのは金属細工師のチーム“インセイン”とマルチメディア・アートのアーテ
ィストたちからなるチーム“フェイル・フェイル・フェイル・ウィン”だ。インセインは映画のジャンルや有名なシーンを
再現することに決め、順調なスタートを切る。一方、フェイル・フェイル・フェイル・ウィンは、レッドカーペットの敷か
れたプレミア上映会を表現することに。しかし、あまりに構想を大きくしてしまったため、見直す必要が出てしまう。
果たして彼らは巻き返しを図ることができるのだろうか。 

 

 

紅一点紅一点紅一点紅一点のののの女性女性女性女性プレゼンターキャリープレゼンターキャリープレゼンターキャリープレゼンターキャリーとととと、、、、今今今今までのまでのまでのまでの名実験名実験名実験名実験ををををふりかえるふりかえるふりかえるふりかえる    

10 月に待望の新エピソードが登場！それを待ちきれない『怪しい伝

説』ファンのために、あの名実験の数々を振り返ります。 

プレイバックのプレゼンターを務める、キャリーのおもしろミニ実験ショ

ーも必見！ 
 
怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：キャリーキャリーキャリーキャリーのののの液体窒素実験液体窒素実験液体窒素実験液体窒素実験（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（18：：：：00）））） 
【HV 制作】人気番組「怪しい伝説」の紅一点、キャリーによる実験番
組―身の回りにあるもの、目にしている出来事に潜むさまざまな疑問
を科学的に解明する。ブランコで 360 度回転ってできるの? 液体窒

怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説プレイバックプレイバックプレイバックプレイバック    スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル    
放送日時： 29 日（土） 18：00～24：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組 

怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：カラクリカラクリカラクリカラクリ装置選手権装置選手権装置選手権装置選手権    
放送日時： 毎週土曜日 23：00～24：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組 
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素に風船を入れたらどうなる？らせん状になっている DNA…では、それをまっすぐに伸ばしたら、人間一人当たり
どれぐらいの長さの DNA を持っていることに？少し視点を変えるだけで、次々と日常の中から湧き出てくる疑問。
こうした疑問を実験材料にするだけでなく、科学的な根拠をわかりやすい言葉でキャリー「先生」が解説。謎が解
けたときのスッキリした脳の快感―ヘッド・ラッシュを体験しよう。 
 
怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：キャリーキャリーキャリーキャリーのののの水水水水とととと静電気実験静電気実験静電気実験静電気実験（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（19：：：：00）））） 
【HV 制作】人気番組「怪しい伝説」の紅一点、キャリーによる実験番組―身の回りにあるもの、目にしている出来
事に潜むさまざまな疑問を科学的に解明する。今回解明されるのは…？ヨーヨーの動きの仕組みは？水の流れ
を静電気で曲げることはできるのか？コーンシロップで流体力学の実験をしたら？特別ゲストとして「エクストリー
ム・エンジニアリング」のホストとして人気のダニー・フォスターも登場。疑問を実験材料にするだけでなく、科学的
な根拠をわかりやすい言葉でキャリー「先生」が解説。謎が解けたときのスッキリした脳の快感―ヘッド・ラッシュ
を体験しよう。 
 
怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：キャリーキャリーキャリーキャリーののののシャボンシャボンシャボンシャボン玉実験玉実験玉実験玉実験（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（20：：：：00）））） 
【HV 制作】人気番組「怪しい伝説」の紅一点、キャリーによる実験番組―身の回りにあるもの、目にしている出来
事に潜むさまざまな疑問を科学的に解明する。今回解明されるのは…？シロアリの建築技術？ってどれぐらいす
ごい？ドライアイスの上に 50 セント硬貨を載せたら何が起きる？タランチュラ対オーベッコウバチ…勝者はどっ
ち？日常の疑問を実験材料にするだけでなく、科学的な説明を分かりやすい言葉で説明するキャリー「先生」。特
別ゲストのカク博士は、ドラッグレースを例にドップラー効果について説明する。謎が解けたときのスッキリした脳
の快感―ヘッド・ラッシュを体験しよう。 
 
怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：ベストベストベストベスト１０１０１０１０プラスプラスプラスプラス――――水編水編水編水編（（（（字字字字））））（（（（21：：：：00）））） 
【HV 制作】伝説バスターズが、あらゆる疑問や伝説を体当たりで検証する元祖実験番組／メンバーたちのワイル
ドな水の実験の数々を振り返る。今回のエピソードではライフジャケットを忘れずに。水に関する実験のスペシャ
ルだ。番組では水を使った数々の奇抜な実験をしてきた。巨大ウォータースライダーに挑んだり、プールに銃を撃
ち込んだり、シロップの中で泳いだり。そして水と言えば船。番組では何隻もの船を破壊している。破壊だけでは
なく、アダムとジェイミーは奇想天外な素材で船の制作にも挑戦してきた。 
 
怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：ベストベストベストベスト１０１０１０１０プラスプラスプラスプラス――――ロケロケロケロケ編編編編（（（（字字字字））））（（（（22：：：：00）））） 
【HV 制作】伝説バスターズが、あらゆる疑問や伝説を体当たりで検証する元祖実験番組／メンバーたちがロケ中
に起きたハプニングやお気に入りシーンを振り返る。伝説バスターズは地元周辺からアフリカ、砂漠から深海まで、
様々なロケーションで実験をしてきた。今回はメンバーたちがお気に入りのロケーションを紹介する。カリフォルニ
アの採石場でどんなハプニングがあったのか？ホワイトハウスを訪れたジェイミーに何が起きたのか？眠れなく
なるほど怖かった実験とは？ゾウがネズミを恐れるのかを検証することになった経緯とは？未公開映像もお楽し
み 
 
怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：ベストベストベストベスト１０１０１０１０プラスプラスプラスプラス――――乗乗乗乗りりりり物編物編物編物編（（（（字字字字））））（（（（23：：：：00）））） 
【HV 制作】伝説バスターズが、あらゆる疑問や伝説を体当たりで検証する元祖実験番組／乗り物を使った実験を
メンバーたちが振り返る特別編。今回は乗り物を使った実験のスペシャル。番組では自動車や列車や飛行機とい
った乗り物を扱った実験の数々を行ってきた。飛行機は最も大がかりだ。それを爆破させたり切り刻んだり…。列
車を使った実験では、尿で感電するかの実験も。自動車の実験も数多くしてきた。カースタントをしたり、リモコン
で操作したり、あらゆる方法で酷使している。こうした実験で欠かせないのが破壊するシーン。 

 

 

ロングランロングランロングランロングラン人気人気人気人気シリーズシリーズシリーズシリーズのののの幕開幕開幕開幕開けはけはけはけは、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり苦境苦境苦境苦境！！！！    

嵐が吹き荒れる極寒の海でカニ漁に挑む男たちの姿を

追う人気シリーズのシーズン 8。今季は、漁獲割当量が

半分近くまで削減されるという厳しい状況でスタートする。

カニ漁からの収入で家計を支える乗組員たちも経営者た

ちも一様に頭を抱える。船長たちは、この苦境を乗り越え

ようと戦略をたてる。収益率を上げるために、捕獲が難し

いタラバガニを狙うのか、カゴなどの装備を付け替えるの

か…選択を迫られる。今は亡きフィル船長の息子たちは、

それぞれノースウェスタン号、タイムバンディット号の乗

組員として新シーズンを迎え、この四半世紀でもっとも苛酷な寒さと荒波の中、命がけで漁に挑む。 
 

ベーリングベーリングベーリングベーリング海海海海のののの一攫千金一攫千金一攫千金一攫千金    シーズンシーズンシーズンシーズン 8888    
放送日時： 毎週木曜 20：00～21：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組 
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ベーリングベーリングベーリングベーリング海海海海のののの一攫千金一攫千金一攫千金一攫千金 8-6（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（6 日日日日）））） 
【HV 制作】嵐が吹き荒れる極寒の海でカニ漁に挑む男たちの姿を克明に追ったシリーズのシーズン８／タラバガ
ニシーズンの終盤、乗組員たちのラストスパート。タラバガニシーズンが終わりを迎えようとする中、ウィザード号
では緊急事態に直面していた。乗組員が突然ショック状態に陥り、生死の境をさまよっているのだ。ベーリング海
の男たちは突如としてカニ漁どころではなくなってしまう。 
 
ベーリングベーリングベーリングベーリング海海海海のののの一攫千金一攫千金一攫千金一攫千金 8-7（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（13 日日日日）））） 
【HV 制作】嵐が吹き荒れる極寒の海でカニ漁に挑む男たちの姿を克明に追ったシリーズのシーズン８／急病人
にハリケーン…シーズン最後まで乗組員は気を抜けない。ウィザード号では突然、倒れてショック状態に陥った新
人乗組員を救おうと必死だった。沿岸警備隊のヘリコプターが出動する緊急事態に、他の乗組員たちはその後も
動揺を隠せない。他の船はハリケーンが襲来する前に何とか水揚げしようと、体当たりで海に立ち向かう。巨大
なハリケーンが迫る中、すべての船が無事に漁を終えることはできるのか。 
 
ベーリングベーリングベーリングベーリング海海海海のののの一攫千金一攫千金一攫千金一攫千金 8-8（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（20 日日日日）））） 
【HV 制作】嵐が吹き荒れる極寒の海でカニ漁に挑む男たちの姿を克明に追ったシリーズのシーズン８／タラバガ
ニシーズンが終わる直前にさらなるトラブルが発生…。過酷なタラバガニシーズンは終わりを迎えようとしていた
が、巨大ハリケーンの余波により、すべての船が苦しんでいた。漁獲量の不振に加え、乗組員同士の衝突もおさ
まらず…。ベーリング海ではまだまだ男たちの戦いが続く。 
 
ベーリングベーリングベーリングベーリング海海海海のののの一攫千金一攫千金一攫千金一攫千金 8-9（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（27 日日日日）））） 
【HV 制作】嵐が吹き荒れる極寒の海でカニ漁に挑む男たちの姿を克明に追ったシリーズのシーズン８／ズワイガ
ニシーズンのスタート直後から男たちはトラブル続き。アラスカのダッチハーバーに冬が来た。ズワイガニシーズ
ンのスタートだ。割当量も取引高も上がるという好条件に恵まれ、今シーズンに期待がかかる。しかし、漁が始ま
る前からトラブルが続出。メンバーが辞めたり、兄弟がケンカをしたり、極寒の海に落ちたり…。 

 

 

情熱情熱情熱情熱ををををコントロールコントロールコントロールコントロールできずにできずにできずにできずに犯罪犯罪犯罪犯罪へとへとへとへと堕堕堕堕ちたちたちたちた男女男女男女男女のののの事件簿事件簿事件簿事件簿    

情熱をコントロールできず意図せぬ結果をもたらした人々の犯

罪事件簿。 
 
男男男男とととと女女女女のののの犯罪事件簿犯罪事件簿犯罪事件簿犯罪事件簿６６６６（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（8 日日日日）））） 
【HV 制作】情熱をコントロールできず意図せぬ結果をもたらした人々の
犯罪事件簿／ショーガールに夢中になり、何年間も追い続けた男性の
悲劇。１９９５年、ラスベガスに出張に来ていたジェイはショーガールの
広告版を目にする。そのショーガールたちの中に彼が何年も前に恋を
した元ストリッパーのマージョリーがいた。再会した２人はやがて結婚。
アリゾナで新婚生活を始めた。しかし数年が経ち、生活に不満を抱くよ
うになったマージョリーは、数多くの男たちと不倫を始める。そしてある日、ジェイの遺体が砂漠で発見される。遺
体は撃たれて、凍らされ、バラバラにされていた…。 
 
男男男男とととと女女女女のののの犯罪事件簿犯罪事件簿犯罪事件簿犯罪事件簿 7（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（15 日日日日）））） 
【HV 制作】情熱をコントロールできず意図せぬ結果をもたらした人々の、犯罪事件簿／妊娠した妻の射殺体を発
見した夫…彼には秘密があった。マイケルとリアンは幸せそうに見える夫婦。しかし子供が生まれてから、２人の
関係は変わっていった。リアンはマイケルが不倫をしていると疑うようになったのだ。その後２年間、２人の関係は
悪化するばかり。そして１９９９年の８月…マイケルは寝室で妻の遺体を発見し、通報する。彼女はその時、妊娠
していた。それは悲劇的な事故か？自殺か？それとも周到に練られた殺人計画が背後にあるのか？ 
 
男男男男とととと女女女女のののの犯罪事件簿犯罪事件簿犯罪事件簿犯罪事件簿 8（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（22 日日日日）））） 
【HV 制作】情熱をコントロールできず意図せぬ結果をもたらした人々の、犯罪事件簿／専業主夫をしている夫の
不満のはけ口となったのは不倫だった。スティーブンとタラは少し普通とは違う夫婦。妻のタラが働きに出て、夫
のスティーブンが家事や育児を担当していたのだ。完璧に見えた夫婦だが、家にいるスティーブンは男としてのプ
ライドを傷つけられ、不満を募らせていた。スティーブンは忙しくなったことを理由に、住み込みの家事手伝いの女
性を雇うようになる。そして、その女性と関係を持つように…。不倫関係がヒートアップしてきた頃、タラが突然姿
を消す。その直前に夫妻が口論していたことが明らかになるが…。 
 
男男男男とととと女女女女のののの犯罪事件簿犯罪事件簿犯罪事件簿犯罪事件簿 9（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（29 日日日日）））） 
【HV 制作】情熱をコントロールできず意図せぬ結果をもたらした人々の、犯罪事件簿／何年経っても過去に妻が
犯した過ちを許せなかった夫の衝撃的な秘密。１９９８年、マークとジュリーの夫婦は高級住宅地に住んでいた。
幸せそうに見える２人だが、夫婦関係に問題を抱えていた。そしてジュリーは別の男性と関係を持ってしまい、そ
のことをマークに話してしまう。７年が経っても、マークは妻の不貞を許せないでいた。そして彼自身が同僚の女

男男男男とととと女女女女のののの犯罪事件簿犯罪事件簿犯罪事件簿犯罪事件簿    
放送日時： 毎週金曜 26：00～27：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組 
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性と不倫関係になる。やがて、“命が狙われている”という内容の手紙を残した妻のジュリーは、無残な最期を迎
える。 

 

 

銃銃銃銃器器器器専門店専門店専門店専門店をををを経営経営経営経営するするするする一家一家一家一家のののの日常日常日常日常    

世界でも有数の銃器専門店を経営するワイアット家。リッチ・ワイ

アットとその妻ルネが経営する“ガンスモーク”では、銃の買い取

りや販売、物々交換をするだけではない。世界に１つしかないよ

うな銃や、かつて存在していた銃器のレプリカを作って売ってい

るのだ。このシリーズでは、知られざる名品や珍品、銃の製作工

程、またワイアット家の日常に密着する。 
 
アメリカンアメリカンアメリカンアメリカン・・・・ガンズガンズガンズガンズ ２２２２（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（5 日日日日）））） 
【HV 制作】世界でも有数の銃器専門店「ガンスモーク」を経営するワイ
アット家に密着／今回は店で働く職人たちが熟練の技を駆使して銃のカスタマイズに挑戦する。ある日、銃の早
撃ち大会に出場する予定の客が店にやって来た。早撃ちには、ホルスターから銃を素早く抜いて発砲できるよう、
銃身が短くて引き金の軽いものが好まれる。リッチは客の好み通りに銃をカスタマイズすることを提案し、受注に
成功。早速、作業が始まるが、リッチが安い値段で引き受けたことに妻は不満を抱くのだった。一方、息子のカー
トは昇給を目当てに、いい所を見せようとするが、納期が迫る中、焦りからミスを犯してしまう。果たして昇給は認
められるのだろうか。 
 
アメリカンアメリカンアメリカンアメリカン・・・・ガンズガンズガンズガンズ ３３３３（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（12 日日日日）））） 
【HV 制作】世界でも有数の銃器専門店「ガンスモーク」を経営するワイアット家に密着／今回もリッチがお客のニ
ーズに合わせた銃を次々と提供していく。退役軍人のニックが猟銃を買うため店にやってきた。派遣先のイラクで
爆発に巻き込まれて右腕を負傷して以来、指をうまく動かせず、銃を撃つのにも苦労している。そこでリッチはニ
ックでも使いやすい銃を作ることにする。その後、リッチとカートは６０年代の銃をいくつも持って、ヘリコプターで
客の豪邸を訪ねる。客のクリスは２人が持ってきた銃をすぐに気に入るが、値段交渉は難航する。また、娘のペイ
ジはタトゥーを入れるため、両親を説得しようとするのだが…。 
 
アメリカンアメリカンアメリカンアメリカン・・・・ガンズガンズガンズガンズ ４４４４（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（19 日日日日）））） 
【HV 制作】世界でも有数の銃器専門店「ガンスモーク」を経営するワイアット家に密着／今回は風変わりな要望
付きの注文が相次ぎ、一家を驚かせる。銃器のコレクターのゲイリーは“ハンドキャノン”をコレクションに加えよう
と考えている。鉄砲の祖先と言われている武器だ。リッチはレプリカを作ることを引き受けるが、昔のデザインの
まま安全性を高めるのは容易ではない。また、リッチはセミオートマチックの銃のコレクションが売りに出されると
いうウワサを聞きつけ、カートを連れて持ち主の元へ交渉に向かう。一方、店には初めて銃を購入する女性客が
やってくる。なんと、その女性は購入した銃をピンク色にしてほしいと言う。 
 
アメリカンアメリカンアメリカンアメリカン・・・・ガンズガンズガンズガンズ ５５５５（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（26 日日日日）））） 
【HV 制作】世界でも有数の銃器専門店「ガンスモーク」を経営するワイアット家に密着／今回も店にはユニークな
注文が入り、職人たちの腕が試される。ある日、地元の銃マニアが１枚の写真を持って来店する。そこには南北
戦争時代に彼の祖先が銃器を扱っている姿が写っていた。彼は、一斉射撃ができるその武器を作ってほしいと
言う。しかし、操作時の安全性を考慮して作るのは容易ではないのだった。一方、ペイジは愛車が故障して困って
いた。修理費がかなりかかりそうなのだ。リッチは、もしペイジが銃の分解・掃除・油差し・組み立てを１人でできる
ようになったら、修理費を出してもいいと言う。ペイジはこの課題をクリアすることができるのだろうか。 

 

 

 

 

 

アメリカンアメリカンアメリカンアメリカン・・・・ガンズガンズガンズガンズ    
放送日時： 毎週水曜 20：00～21：00 ほか 

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組 

ワイアットワイアットワイアットワイアット家家家家 紹介紹介紹介紹介 

オーナー 

父父父父    リッチリッチリッチリッチ 
46 歳   この道、17 年 

マネージャー 

母母母母    レニーレニーレニーレニー 
45 歳   この道、8 年 

 
販売、インストラクター、彫刻士 

息子息子息子息子    カートカートカートカート 
21 歳   この道、6 年 

販売 

娘娘娘娘    ペイジペイジペイジペイジ 
17 歳   この道、2 年 
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アンソニー･ボーデインは世界中を巡る旅人だ。そのため大都市の空港で時

間を無駄に潰すこともしばしば。そこで彼は、その少しの時間を利用して街

へ出ることに。この新シリーズでは、アンソニーがエネルギッシュに街を駆け

巡り、新たな一面を見せてくれる。アメリカ、アジア、ヨーロッパ各地を訪れ、

街の知られざる魅力を紹介していく。実は１都市に滞在できる時間は２４～４

８時間しかない。大急ぎで地元の情報を集め、時間や距離と戦いながら、新

しい発見を求めて旅をする。 

 
アンソニーアンソニーアンソニーアンソニー：：：：ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク弾丸弾丸弾丸弾丸ツアツアツアツアーーーー（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（4 日日日日）））） 
【HV 制作】アンソニー･ボーデインが限られた時間の中で、旅先の知られざる魅力を探る／今回はアンソニーの
生まれ故郷ニューヨークを巡る。彼は長年この街に住み、あちこちを散策してきた。めまぐるしく移り変わる街をど
のように見て回ればいいのか熟知している彼が、今回は有名な観光地は避け、シェフ仲間のデヴィッドとエディと
共に穴場を紹介する。マティーニを飲みながら芸術鑑賞をしたり、一風変わったホットドッグを食べたあとは、ゲイ
のカップルが経営する人気のアイスクリーム店の列に並ぶ。また、少ししか滞在できない旅行者でも公共の交通
機関を使って効率よく回る方法を伝授する。 
 
アンソニーアンソニーアンソニーアンソニー：：：：シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール弾丸弾丸弾丸弾丸ツアーツアーツアーツアー（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（11 日日日日）））） 
【HV 制作】アンソニー･ボーデインが限られた時間の中で、旅先の知られざる魅力を探る／今回はアンソニーの
お気に入りの国の１つ、シンガポールを巡る。シンガポールと言えば多様な文化や民族が混在し、食への関心が
非常に高い国だ。アンソニーは２４時間でシンガポールの食べ物を味わい、文化に触れる。途中、彼の友人たち
が近代都市を象徴する超高層ビルを案内してくれる。しかし街のルーツは今も、ホーカーセンターで食べられるよ
うなシンプルでおいしい料理にあるのだった。 
 
アンソニーアンソニーアンソニーアンソニー：：：：香港弾丸香港弾丸香港弾丸香港弾丸ツアーツアーツアーツアー（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（18 日日日日）））） 
【HV 制作】アンソニー･ボーデインが限られた時間の中で、旅先の知られざる魅力を探る／今回は、せわしなく移
り変わりながらも常に魅力をたたえる街、香港を紹介する。真夏の香港は、うだるような暑さとスモッグ、断続的な
雨で知られる。アンソニーは２４時間営業の仕立店を見つけると、サメ革でギャング風のスーツを作ることに。そ
のあとは、さまざまな乗り物を利用して、地元の人々と同じ目線で街を見て回る。駆け足で旅をしたあと、帰りのフ
ェリーでは香港の人々と同じように居眠りをする。時差ボケと高温、そして途切れることのない街のエネルギーの
せいで、どこにいても昼寝せずにはいられなくなるのだ。 
 
アンソニーアンソニーアンソニーアンソニー：：：：モントリオールモントリオールモントリオールモントリオール弾丸弾丸弾丸弾丸ツアーツアーツアーツアー（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（25 日日日日）））） 
【HV 制作】アンソニー･ボーデインが限られた時間の中で、旅先の知られざる魅力を探る／今回はカナダのモント
リオール。ガイドブックには載っていないスポットを紹介する。年間を通して寒い期間の長い地域ではあるが、温
かくなると街は活気づく。アンソニーはモントリオールに住んでいるシェフ仲間のマーティンとデイヴを電話で呼び
出して街を見て回ることに。マーティンたちが面白いモントリオールの文化を教えてくれる。アンソニーは環境が、
いかに料理や娯楽に影響を与えているのかを肌で感じるのだった。 

 

2001 年の 9.11 アメリカ同時多発テロから 11 年。世界貿易センタ

ービルのなかでの様子の再現映像や、被害者遺族の心の痛みと

苦悩を映し出す番組を放送。 

また、テロから約 10 年を経た 2011 年 5 月にオサマ・ビンラディン

容疑者を襲撃した殺害作戦の全容や、襲撃の際にどのようにして

特集特集特集特集：：：：9.119.119.119.11 のののの軌跡軌跡軌跡軌跡    
放送日時： 9 月 11 日（火）14：00～19：00、9 月 15 日（土）13：00～20：00 

HV 制作 

アンソニーアンソニーアンソニーアンソニーのののの世界弾丸世界弾丸世界弾丸世界弾丸ツアーツアーツアーツアー（（（（新新新新））））    
放送日時： 毎週火曜 20：00～21：00 ほか 

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組 
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邸宅にあった品々を押収したのか、世界が注目した押収品はどのような体制で解析されたのかを解き

明かす番組をあわせて放送する。 
 
9.11 そのそのそのその時何時何時何時何がががが起起起起こったかこったかこったかこったか(二二二二) （（（（11 日日日日 14：：：：00～～～～16：：：：00／／／／15 日日日日 13：：：：00～～～～15：：：：00）））） 
【HV 制作】あの９・１１アメリカ同時多発テロ事件の発生から１０年の歳月が過ぎた今でも、人々の心に響き続け
る、ある物語をお届けする。AA１１便の突入を受け、崩壊の恐怖に包まれる世界貿易センタービル北棟から、命
がけで脱出をした人々－共通の恐怖を体験し、互いに助け合った彼らの間に強い絆が生まれた。当事者たちの
インタビューや当時の貴重な映像、そして再現映像を通し、歴史的な大惨事の中で示された人々の勇敢さ、思い
やり、優しさを紹介する。 
 

9.11 世界貿易世界貿易世界貿易世界貿易センタービルセンタービルセンタービルセンタービル崩壊崩壊崩壊崩壊をををを語語語語るるるる（（（（字字字字））））（（（（11 日日日日 16：：：：00～～～～17：：：：00／／／／15 日日日日 15：：：：00～～～～16：：：：00）））） 

【HV 制作】世界中に大きな衝撃をもたらした２００１年のアメリカ同時多発テロ事件…世界貿易センタービル崩壊
で命を落とした人々の家族、救命に携わった人々が当時を語る。貿易センターで働くパスカルの妻で、当時妊婦
のルイーズは、ビル崩壊の様子を映し出すテレビをどのように見ていたのか？救命に駆けつけたレスキュー隊の
見た現場は？騒然となったニューヨーク、遅々として進まぬ救命現場、希望を持ち続け、家族の無事を祈る人々
…貴重な映像と生々しい証言、残された家族の苦悩から、世界を震撼させた世界貿易センター崩壊を振り返る。 
 

9.11 あのあのあのあの日日日日、、、、あのあのあのあの時時時時～～～～被害者遺族被害者遺族被害者遺族被害者遺族たちのたちのたちのたちの今今今今～～～～(二二二二) （（（（11 日日日日 17：：：：00～～～～19：：：：00／／／／15 日日日日 16：：：：00～～～～18：：：：00）））） 

【HV 制作】２００１年９月１１日、世界を一変させるワールドトレードセンターへの航空機突入テロが起きた一日を、
目撃者の証言や関係当局の記録を元に再現するキュメンタリー･ドラマ。何百万人もの運命を変えたこの日以来、
テロの恐怖なくして世界が語られることがなくなった。今もなお人々の心に爪あとを残す１日を振り返り、事件の重
要性にあらゆる角度から迫る。救急隊や連邦航空局、アメリカ政府や生存者らの記録・証言に加え、ビンラディン
の指導者とされる、ハリド・ジェイク・モハメドの２００３年に収録された証言を用いて構成する。個々の痛みや苦悩、
思いやりが複雑に絡み合い、世紀の物語が生まれた。 
 

ビンラディンビンラディンビンラディンビンラディン殺害計画殺害計画殺害計画殺害計画のすべてのすべてのすべてのすべて（（（（二二二二））））（（（（15 日日日日 18：：：：00～～～～19：：：：00）））） 

【HV制作】アメリカ同時多発テロ事件発生から10年、9ヶ月間をかけて練り上げたビンラディン殺害計画が遂行さ
れた歴史的な 40分間を専門家や関係者のインタビュー、貴重な映像を通して振り返る。どのようなテクノロジー、
兵器、諜報力が、計画を成功へと導いたのか…。実行部隊は、なぜパキスタン当局に察知されることなく現地に
潜入できたのか。墜落したヘリコプターには、何が起きたのか。数々の謎が解明されていく。 
 

ビンラディンビンラディンビンラディンビンラディン襲撃作戦襲撃作戦襲撃作戦襲撃作戦～～～～押収品押収品押収品押収品のののの全容全容全容全容～～～～(二二二二) （（（（15 日日日日 19：：：：00～～～～20：：：：

00）））） 

【HV制作】２０１１年５月２日の深夜、パキスタンのアボタバードにある邸
宅を米海軍特殊部隊ＳＥＡＬＳが急襲した。ターゲットは、アメリカの大規
模な捜索網から１０年以上も逃れ続けてきた男オサマ・ビンラディンだ。
しかし、その邸宅にはビンラディン以上に重要ともいえるものが存在し
ていた。ＳＥＡＬＳが危険を冒してまで押収したものとは…。パキスタン
側に、作戦のことは知らされていない。近隣の軍事施設から、銃声を聞
きつけた軍隊がやって来るのは時間の問題だ。ＳＥＡＬＳはコンピュータ
ー５台、ハードドライブ１０台のほか、ＵＳＢメモリや書類を狙っていた。
そこには驚くべき情報が隠されているに違いない。 

 

 

9 月 20 日の「空の日」を記念して、世界の航空機を特集す

る。 

 
密着密着密着密着！！！！世界世界世界世界のののの航空機航空機航空機航空機：：：：空飛空飛空飛空飛ぶぶぶぶ眼科病院眼科病院眼科病院眼科病院 ORBIS（（（（二二二二））））（（（（17 日日日日 19：：：：
00～～～～20：：：：00）））） 
世界の空で活躍する航空機の魅力に迫るシリーズ／今回、登場す
るのはユニークな航空機、“空飛ぶ眼科病院”だ。オービス・インタ
ーナショナルが所有するマクドネル・ダグラス社製ＤＣ‐１０は世界で
唯一の空飛ぶ眼科病院。発展途上国に住む人々を失明の危機か
ら救うため、世界中を飛び回っている。外見は普通のジャンボ・ジェ

空空空空のののの日日日日：：：：航空機航空機航空機航空機スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル    
放送日時： 9 月 17 日（祝月）～28 日（金）19：00～20：00 ※土日除く 

二ヶ国語放送／60 分番組 
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ット機だが、中はまったく異なる。手術室やレーザー治療設備、実習生が見学するモニタールームなど、最新の
設備が整っているのだ。番組スタッフは医療ボランティアとともに、モンゴルのウランバートルへ向かう。患者が待
つ中、ＤＣ‐１０はかつてないほどの厳しい局面に直面するのだった。 
 
密着密着密着密着！！！！世界世界世界世界のののの航空機航空機航空機航空機：：：：マーティンマーティンマーティンマーティン・・・・マーズマーズマーズマーズ（（（（二二二二））））（（（（18 日日日日 19：：：：00～～～～20：：：：00）））） 
世界の空で活躍する航空機の魅力に迫るシリーズ／森林火災の消火活動に貢献しているマーティン・マーズが
登場。元は１９４５年にアメリカ海軍用に作られた５機のうちの１機で、１９５８年に消火水爆撃機として生まれ変わ
った。以来、８０００件以上もの消火活動を行ってきた。わずか３５秒で２万７２００リットルもの水をくみ上げること
ができる。地上からの消火活動が困難な森林火災でも、シコルスキー社製のヘリコプターＳ７６と連携して的確に
水を落とすことができる。２０１１年春、メキシコ北部では山火事が多発していた。応援要請を受けたマーティン・マ
ーズも出動するが、トラブルが発生し消火活動は難航するのだった。 
 
密着密着密着密着！！！！世界世界世界世界のののの航空機航空機航空機航空機：：：：LC-130 ハーキュリーズハーキュリーズハーキュリーズハーキュリーズ（（（（二二二二））））（（（（19 日日日日 19：：：：00～～～～20：：：：00）））） 
世界の空で活躍する航空機の魅力に迫るドキュメンタリー・シリーズ／今回は、いくつもの改良型が作られた輸
送機Ｃ‐１３０ハーキュリーズが登場。中でもニューヨーク州空軍の第１０９空輸航空団が使うＬＣ‐１３０ハーキュリ
ーズ“スキーバード”は特殊仕様になっている。グリーンランドや南極大陸の僻地にある観測施設に物資や燃料、
スタッフを運ぶためだ。雪や氷の上でも離着陸できるように設計されており、タイヤには“スキー板”を装備してい
る。補助ロケットを使えば離陸もスムーズにできる。番組では第１０９空輸航空団の夏季最後の任務に完全密着
する。極寒の地では作業にも細心の注意が必要で、常に搭乗員の能力が試されるのだった。 
 
密着密着密着密着！！！！世界世界世界世界のののの航空機航空機航空機航空機：：：：世界最大輸送機世界最大輸送機世界最大輸送機世界最大輸送機アントノフアントノフアントノフアントノフ 124（（（（二二二二））））（（（（20 日日日日 19：：：：00～～～～20：：：：00）））） 
世界の空で活躍する航空機の魅力に迫るシリーズ／今回、特集するのは旧ソ連軍の軍用車両を輸送するため
に開発された輸送機 An‐１２４。量産されたものの中では世界最大の輸送機だ。冷戦後は大規模な改修が行わ
れ、民間輸送機として利用されている。現在でも需要があり、鉄道車両やクジラといったものまで運んでいる。番
組では風力タービンの輸送作業に密着。チリ地震で損傷した風力タービンを修理先のデュッセルドルフからチリ
のサンティアゴへ運ぶのだ。輸送機は年に１度キエフの生産拠点で点検される。解体して致命的な欠陥が見つ
かることもしばしばで、修理費がかかりすぎるものは、二度と空を飛ぶことはないのだ。 
 
密着密着密着密着！！！！世界世界世界世界のののの航空機航空機航空機航空機：：：：C-5 ギャラクシーギャラクシーギャラクシーギャラクシー（（（（二二二二））））（（（（21 日日日日 19：：：：00～～～～20：：：：00）））） 
世界の空で活躍する航空機の魅力に迫るシリーズ／今回は世界最大級の輸送機Ｃ‐５ギャラクシーが登場する。
アメリカ空軍が所有する輸送機で、全長７５．３メートル、高さは建物６階分に相当する。デラウェアにあるドーバ
ー空軍基地では３２機が継続的に運用されている。番組スタッフは彼らの任務に同行し、アフガニスタンの紛争地
帯を飛行する様子を映像に収めることに。危険な空域を飛び、リスクの高い空中給油を行わねばならない。また
今回はＣ‐５の改修作業も紹介する。厳しいテストを通ったものだけが、“Ｃ‐５Ｍスーパーギャラクシー”として生ま
れ変わり、再び空を飛ぶことができるのだ。 
 
密着密着密着密着！！！！世界世界世界世界のののの航空機航空機航空機航空機：：：：エアバスエアバスエアバスエアバス A380（（（（二二二二））））（（（（24 日日日日 19：：：：00～～～～20：：：：00）））） 
世界の空で活躍する航空機の魅力に迫るシリーズ／今回は世界初の総２階建てジェット旅客機エアバスＡ３８０
が登場。2007 年 10 月 25 日、Ａ３８０はボーイング社の大型機ボーイング７４７を抜き、世界最大の旅客機となっ
た。全長約７３メートル、尾翼の高さは建物８階分に相当する。ヨーロッパを代表する航空会社、ルフトハンザドイ
ツ航空は、すでにＡ３８０を何機か所有していたが新たに１機の購入を決める。フランクフルト‐サンフランシスコ間
で運用する予定だ。番組では建造から納品までの舞台裏を紹介する。専門家たちが各地であらゆるテストを重ね、
初飛行に向け着々と準備が進められていくのだった。 
 
ヘリコプタートップヘリコプタートップヘリコプタートップヘリコプタートップ 10（（（（二二二二））））（（（（25 日日日日 19：：：：00～～～～20：：：：00）））） 
第２次世界大戦での初登場以来、ヘリコプターは、軍用として使われ始めてからわずか 60 年にもかかわらず現
代の戦争を劇的に変え、その多才で優秀な能力と運動性能によって各国の軍隊を勝利へと導いた。攻撃、偵察、
輸送、撤退などヘリコプターはあらゆる場面で活躍し、司令官の手足として必要不可欠な兵器となっているのだ。
番組ではヘリコプターのトップ 10 を、科学的分析、専門家の意見、技術的比較、視聴者投票により決定する。 
 
爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機トップトップトップトップ１０１０１０１０（（（（二二二二））））（（（（26 日日日日 19：：：：00～～～～20：：：：00）））） 
最高時速わずか１６０km の、第１次世界大戦時代のものから、第２次世界大戦時の空飛ぶ要塞。そして、宇宙時
代のデザインで作られたステルス機…。古今東西、爆撃機のトップ 10 を決定する。専門家がイギリス、ドイツ、旧
ソ連、そしてアメリカの優れた爆撃機を推薦。採用された技術の先進性、爆弾搭載量、戦闘能力などを、歴史的
な戦いを交えて分析し選考する。戦争のやり方さえも変えてしまった、10 機の爆撃機はどんな顔ぶれなのか。 
 
戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機トップトップトップトップ 10（（（（二二二二））））（（（（27 日日日日 19：：：：00～～～～20：：：：00）））） 
飛行機が戦争に初めて使用されたのは、第１次世界大戦のこと。それから現在まで、戦闘機は空から戦場を支
配していた。第２次大戦のスピットファイア、ゼロ戦、ムスタング、メッサーシュミット…現代のミラージュ、トムキャッ
ト、ミグ、ホーネット…トップテンに名を連ねる、最も恐るべき戦闘機とは何か。専門家の意見と視聴者による投票、
技術的な比較に基づいて５つのポイントを設定し、史上最強の戦闘機 10 機を選ぶ。１位は何か？ 
 
ネクストワールドネクストワールドネクストワールドネクストワールド：：：：未来未来未来未来のののの飛行機飛行機飛行機飛行機（（（（二二二二））））（（（（28 日日日日 19：：：：00～～～～20：：：：00）））） 
【HV 制作】有史以来人類が抱いてきた空を飛ぶという夢は、飛行機の発達によって宇宙にまで行けるようになっ
た。しかし、技術の進化は航空機をまだまだ劇的に変える。未来の軍用機に隠された最新の秘密とは何か。形状
を変えることのできる飛行機、そして翼を自己発熱する個人用飛行機とはどんなものだろうか。未来における航
空機の進化と変化を探る。 
 

### 
 

画像画像画像画像クレジットクレジットクレジットクレジット    © 2012 Discovery Communications    ※ 特に記載のあるもの以外 
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ディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネル    
ディスカバリーチャンネルは、208 以上の国・地域で放送されている世界最大級のドキュメンタリーチャンネルです。何気ない
現象から宇宙のしくみまで、あらゆることをサイエンスの視点で見つめ、新しい発見をお届けします。驚きと感動の知的エンタ
ーテインメントで、あなたの「知」を無限大に熱くします。日本では 1997 年より放送を開始し、現在は、全国のケーブルテレビ局、
スカパー！、スカパー！HD、スカパー！e2、IPTV 放送などで視聴いただけます。 
 
ディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネル    HiHiHiHi----VisionVisionVisionVision（（（（ハイビジョンハイビジョンハイビジョンハイビジョン））））    
”ディスカバリーチャンネル”のハイビジョン放送です。圧倒的なスケールの世界最高峰のドキュメンタリー番組を全て臨場感
溢れるハイビジョン映像でお楽しみ頂けます。 
 
ディスカバリー・ジャパン㈱オフィスで使用する電力の 16％（29,452kWh のうち 5,000kWh）は 
バイオマス発電によるグリーン電力を利用しています。 
 
 

＜＜＜＜ディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネル    公式動画公式動画公式動画公式動画サイトサイトサイトサイト＞＞＞＞ 
ニコニコ動画： ch.nicovideo.jp/channel/ch200 
YouTube 公式パートナーサイト：youtube.com/DiscoveryJapan 
 

  ディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネル    およびおよびおよびおよび本件本件本件本件にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 

【【【【 一般視聴者一般視聴者一般視聴者一般視聴者 】】】】ディスカバリーチャンネル    www.japan.discovery.com/  フリーコール 0120-777362 （10:00～18:00

年中無休） 
【【【【 報道関係者報道関係者報道関係者報道関係者 】】】】ディスカバリーチャンネル広報 加藤   TEL 03-5218-2742（直通） ／ 03-5218-2719（部署
代表） 
※e-mail での配信希望やお問合せは、discovery_animal_press@discoverynetworks.jp 宛まで 


