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毎週火曜 22：00～ 

ディスカバリーチャンネルの世界共通プロジェクト

「Curiosity」の第 2弾。（全 10話） 

 

心に抱く素朴な疑問、それは Curiosity（好奇心）から始

まる。大人になっても日常のふとした瞬間に心に湧き出す、未知の世界への探究心。今、好奇心の扉

を開いて飛び出す新しい発見の旅。 

ディスカバリーチャンネルが、あなたの“？”に答えます。 

 

第2弾では、テレビ史上初めて、番組の実験のためにジェット旅客機ボーイング７３７を墜落させた大作

も登場！ 

 

特集：国家を守る男たち 
19 日（月）～23 日（金）23：00～25：00 

 

世界中が悲劇の結末を目撃した、ジョン・F・ケネ

ディ暗殺事件。あれから約 50 年経つアメリカで、

国家の平和と安全を守るため、日々活躍する男たち

がいる。ある男は大統領を守るため、そしてまたあ

る男は国家を脅かすテロリストと立ち向かうた

め・・・ 

特殊部隊、諜報機関、シークレットサービスなど、国家を陰で支える男たちを大特集。 
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放送日時： 毎週火曜 22：00～23：00 ほか （6 日は 24：00 まで） 

二ヶ国語放送／HV 制作／60 分番組×全 10 話 

テレテレテレテレビビビビ史上初史上初史上初史上初！！！！    ジェットジェットジェットジェット旅客機旅客機旅客機旅客機をををを墜落墜落墜落墜落させてまでさせてまでさせてまでさせてまで行行行行ったったったった大大大大実験実験実験実験 

ディスカバリーチャンネルの世界共通プロジェクト「Curiosity」の第 2弾。（全 10話） 

 

心に抱く素朴な疑問、それは Curiosity（好奇心）から始

まる。大人になっても日常のふとした瞬間に心に湧き

出す、未知の世界への探究心。今、好奇心の扉を開い

て飛び出す新しい発見の旅。 

ディスカバリーチャンネルが、あなたの“？”に答えま

す。 

 

第 2弾では、番組のためにジェット旅客機を墜落させた大作が登場。 

 

 
好奇心好奇心好奇心好奇心のののの扉扉扉扉：：：：航空機事故航空機事故航空機事故航空機事故はははは解明解明解明解明できるのかできるのかできるのかできるのか?（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（6 日日日日
22：：：：00～～～～24：：：：00）））） 
ディスカバリーチャンネルではテレビ史上初めて、ジェット旅客
機ボーイング７３７を遠隔操作で砂漠に墜落させる。すべては
科学的な実験のために。機内には大量のカメラや衝突試験用
のダミー人形、実験道具を載せる。そして航空学の世界的な権
威が、ＮＡＳＡが３０年前になしえなかったことを成功させようと
実験に挑戦する。航空機の安全性を高めるため、墜落のメカ
ニズムを探るのだ。 
 
好奇心好奇心好奇心好奇心のののの扉扉扉扉：：：：バミューダトライアングルバミューダトライアングルバミューダトライアングルバミューダトライアングルのののの謎謎謎謎とはとはとはとは？（？（？（？（二二二二））））（（（（新新新新））））
（（（（13 日日日日 22：：：：00～～～～23：：：：00）））） 
船や飛行機が忽然と姿を消すというか粋な現象が何回も報告
されてきたバミューダトライアングル／米国トップレベルの研究
機関から集まった科学者たちが、真相の解明に挑戦する。海底から上昇するメタンの気泡が船を沈めているのだ
ろうか。それとも突発的な大波が原因なのか。また、飛行機の墜落は、雷によるものではないだろうか。科学者た
ちがすべての仮説を徹底的に検証していく。 
 
好奇心好奇心好奇心好奇心のののの扉扉扉扉：：：：人体細胞人体細胞人体細胞人体細胞のののの仕組仕組仕組仕組みとはみとはみとはみとは？？？？（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（20 日日日日 22：：：：
00～～～～23：：：：00）））） 
体内に侵入しようとするウィルスと日々闘い、人体を守る細胞
の仕組みとは？最先端の研究結果と共に、細胞の働きを CGI
映像などを通じ、分かりやすく紹介していく。 
 
好奇心好奇心好奇心好奇心のののの扉扉扉扉：：：：人人人人はははは洗脳洗脳洗脳洗脳できるのかできるのかできるのかできるのか？（？（？（？（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（27 日日日日 22：：：：00
～～～～23：：：：00）））） 
人を洗脳することは本当に可能なのか―前代未聞の検証実験
が始まる／自分の心をコントロールしているのは自分自身であ
ると言い切れるだろうか。言葉やジェスチャーによって暗示に
かけられ、他人の操り人形になってしまうことはないのだろうか。
これらの謎を解くべく、催眠療法士、神経学者、心理学者、医
師たちが集結し、大胆かつ先例のない実験を行う。ごく普通の
人間を暗殺者に変えられるか洗脳実験するというのだ。 
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ケネディケネディケネディケネディ暗殺当時暗殺当時暗殺当時暗殺当時、、、、警護警護警護警護についていたについていたについていたについていたシークレットサービスシークレットサービスシークレットサービスシークレットサービスのののの証言証言証言証言。。。。 

米国米国米国米国のののの極秘施設極秘施設極秘施設極秘施設からからからから、、、、国家国家国家国家テロテロテロテロ対策対策対策対策センターセンターセンターセンター捜査員捜査員捜査員捜査員がががが語語語語るるるる 9.11 のののの真実真実真実真実までまでまでまで。。。。 

世界中の多くが悲劇の結末を目撃した、ジョン・F・

ケネディ。 

あれから約 50 年経つアメリカで、国家の平和と安全

を守るため、日々活躍する男たちがいる。ある男は大

統領を守るため、そしてまたある男は国家を脅かすテ

ロリストと立ち向かうため・・・ 

特殊部隊、諜報機関、シークレットサービスなど、国

家を陰で支える男たちを大特集。 

    
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））））（（（（19 日日日日 23：：：：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。 
 
SEAL チームチームチームチーム 6～～～～ビンラディンビンラディンビンラディンビンラディン暗殺部隊暗殺部隊暗殺部隊暗殺部隊のののの全貌全貌全貌全貌～（～（～（～（二二二二））））(19 日日日日 24：：：：00) 
ＨＶ制作／３０年間にわたり、存在を知られることなく活動を続けてきたアメリカ海軍特殊部隊ＳＥＡＬのチーム６。
極秘任務を担い、国家の安全を脅かす脅威に立ち向かう組織だ。ネプチューン・スペア作戦と呼ばれるビンラディ
ン容疑者の急襲作戦の成功により、存在が世に広く知れ渡ることとなったチーム６の秘密とは…。番組では、チ
ーム６の詳細や、最新兵器のトレーニングの様子、そして、いかに厳重に守られた場所へでも潜入するという特
別技術などを明らかにする。政府が伏せてきた機密情報をもとに、“ＳＥＡＬチーム６の秘密”に迫る。 
 
第二第二第二第二のののの 9.11 をををを阻止阻止阻止阻止せよせよせよせよ（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（20 日日日日 23：：：：00）））） 
着々と進められていた 9.11 に続くテロ計画－事前に情報を探り出し、テロを阻止した捜査員に話を聞く。世界貿
易センタービルの次なる標的とされたというブルックリン橋。この計画に関わっていた男と FBIとの関係とは…。ハ
リウッドのスパイ映画さながらに、危険と背中合わせの生活を送っている捜査員たちが、知られざる真実を語る。
彼らはアメリカを破壊的な攻撃の脅威から救ったと言う。私たちの知らない世界で、一体何が起きていたのだろう
か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
米連邦議会議事堂米連邦議会議事堂米連邦議会議事堂米連邦議会議事堂がががが狙狙狙狙われるわれるわれるわれる日日日日（（（（二二二二））））(20 日日日日 24：：：：00) 
ＨＶ制作／ＦＢＩはいかにして国の安全を守っているのか…その秘密に迫る。毎年恒例の一般教書演説、それは
アメリカが最もテロリストを警戒する日でもある。連邦議会議事堂に、三権および軍の首脳が勢ぞろいするのだ。
ＦＢＩはいかにして、テロからワシントンＤＣと連邦議会議事堂を守っているのか？この番組ではＦＢＩの秘密に迫
る。 
 
徹底調査徹底調査徹底調査徹底調査！！！！アメリカアメリカアメリカアメリカのののの極秘施設極秘施設極秘施設極秘施設（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（21 日日日日 23：：：：00）））） 
ＨＶ制作／アメリカで最も機密性が高い施設に潜入する／そこで政府が
行っている極秘の活動とは？アメリカには政府が極秘に研究などをす
るための施設が存在する。活動内容が漏れないよう、施設の場所すら
公表されておらず、政府がその施設の存在自体を否定するほど機密性
が高いのだ。番組ではそんな極秘の施設の場所と目的を探る。 
 
 
米大統領専用車両米大統領専用車両米大統領専用車両米大統領専用車両ビーストビーストビーストビースト～～～～防弾技術防弾技術防弾技術防弾技術のののの検証検証検証検証～（～（～（～（二二二二））））（（（（新新新新））））(21 日日日日 24：：：：
00) 
ＨＶ制作／アメリカ大統領専用車両の防弾加工を手がける現場に密着
／サン・アントニオにあるテキサス・アーマリング・コーポレーションは世

特集特集特集特集：：：：国家国家国家国家をををを守守守守るるるる男男男男たちたちたちたち    
放送日時： 19 日（月）～23 日（金）23：00～25：00 ほか 

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組 

＜＜＜＜登場登場登場登場するするするする人物人物人物人物＞＞＞＞ 

米国国家テロ対策センター(The National Counterterrorism Center；略語 NCTC)  
元長官首席代理（Principal Deputy Director）Kevin R. Brock氏氏氏氏。。。。 
 
ＦＢＩのスペシャルエージェントを経て、2005 年 11 月からＮＣＴＣでテロ対策の 

中心的な役割を果たす。 

20th Space control Squadron の管制室 
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界一、頑丈な車を作っている。彼らは自社製品と比べ、一般の車がいかにもろいかを銃や爆薬を使って実演して
みせる。防弾加工の専門家が集まり、高性能の装備を施した車を世界中に提供してきた。彼らの顧客はセレブだ
けではない。なんと大統領専用車“キャデラック・ワン”まで手掛けているのだ。“ビースト”の異名を持つこの車は、
果たしてどれほどの攻撃に耐え得るのだろうか。また、どのような技術が使われているのだろうか。 
 
ケネディケネディケネディケネディ大統領警護官大統領警護官大統領警護官大統領警護官のののの告白告白告白告白（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（22 日日日日 23：：：：00～～～～25：：：：00）））） 
ＨＶ制作／ダラスで暗殺されたジョン・F・ケネディ大統領…当時大統領の警護に就いていたシークレットサービス
の警護官たちが、事件について語る／あのような悲劇を防ぐことが任務であったにもかかわらず、大統領を守れ
なかった警護官たち。何年もの間、シークレットサービスのメンバーたちが暗殺について多くを語ることはなかった。
しかし今回、彼らは暗殺現場に集い、当時の出来事を振り返る。大統領一家の華やかな生活の話なども交えな
がら、ダラスでの事件当日の詳細を明らかにしていく。アメリカ中が悲しみに包まれる悲劇が起きた運命の日、彼
らは何を目撃していたのだろうか。 
 

 
 
大統領大統領大統領大統領ののののシークレットサービスシークレットサービスシークレットサービスシークレットサービス 1（（（（二二二二）（）（）（）（23 日日日日 23：：：：00）））） 
ＨＶ制作／アメリカの大統領をどんな時も警護するシークレットサービス…彼らの危険な任務に迫る／大統領が
ワシントンＤＣでどのように警護されているかに迫る。アメリカの大統領は、本拠地のワシントンＤＣにいても気が
抜けない。シークレットサービスはどんな場面に出くわしても対応できるように訓練されており、最先端の武器を
携帯している。今回はホワイトハウスと大統領の専用車、ビーストがどれだけ厳重に警備されているかを紹介す
る。専用車が攻撃されないための先導方法から徹底的に訓練された番犬まで…。彼らの訓練と最新技術と創意
工夫により、大統領の安全は守られているのだ。 
 
大統大統大統大統領領領領ののののシークレットサービスシークレットサービスシークレットサービスシークレットサービス 2（（（（二二二二））））(23 日日日日 24：：：：00) 
ＨＶ制作／アメリカの大統領をどんな時も警護するシークレットサービス…彼らの危険な任務に迫る／移動中や
人ごみの中にいる大統領をどのように守るのか？選挙のシーズンがやってきた。大統領は票を集めるため、全
国各地へと出向く。移動が多くなり、人と触れ合う機会が増えるこの時期は、シークレットサービスが警戒を強め
ている。危険人物が攻撃する可能性が高くなるためだ。シークレットサービスはケネディ大統領などの過去の暗
殺事件から学んでいる。高度な戦闘の技術や、ハイテクの機器、特別な車を使い、ぬかりのないプランを立てて
大統領を警護しているのだ。 
 

事件後、多くを語ることのなかったシークレットサービスの警護官が、事件について語る！ 

22 日放送日放送日放送日放送「「「「ケネディケネディケネディケネディ大統領警護官大統領警護官大統領警護官大統領警護官のののの告白告白告白告白」」」」 
 

米国のジョン・F・ケネディ元大統領のシークレットサービス要員が語る大統領警護の舞台裏と暗殺の真相。暗殺事件
の際、いったい何が起きたのか。長い間沈黙を守ってきたケネディ警護特務部隊の要員が、自らの体験を明らかにす
る。 
 
ケネディ大統領を間近で見てきた人物のみが知りえた下記のような事項が、当時の実際の映像とともに紹介される。 
� ケネディやその家族の日常生活、余暇の様子 

� 護衛任務の裏側 

� 暗殺時の詳細な状況 

� ケネディの葬儀の様子 
 
シークレットサービスの要員たちが、自ら見たもの、聞いたもの、感じたことを生々しく証言する貴重なインタビュー映像
を含む。ケネディの夫人や子どもたちの日常や余暇の様子をとらえた映像も多く、大統領一家の素顔が垣間見えると
いう点でも興味深い。 
 

＜＜＜＜登場登場登場登場するするするする人物人物人物人物＞＞＞＞ 

Clinton J. Hill 氏氏氏氏 

1932 年生まれ。ケネディ大統領の元シークレットサービス要員。 
1963 年 11 月 22 日、テキサス州ダラスで暗殺当時も警備を担当していた。 
大統領が乗っていた車の後ろの護衛車から飛び降りて大統領車に駆け寄った 

ことでも知られる。 
 
（写真）ケネディ元大統領のシークレットサービス要員 クリントン・Ｊ・ヒル氏。 
米アーリントン国立墓地のケネディの墓の前で。中央は、消えることのない「永遠の炎」（Eternal Flame）と呼ばれる火。 
 

「「「「徹底調査徹底調査徹底調査徹底調査！！！！アメリカアメリカアメリカアメリカのののの極秘施設極秘施設極秘施設極秘施設」」」」 

 

アメリカが国家ぐるみで隠している？！とささやかれる、３つの陰謀説に迫る。 
 

【陰謀説 1】 天気を軍事利用？ 

【陰謀説 2】 生物兵器の開発？ 

【陰謀説 3】 最先端の国家防衛策？ 
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空軍基地の建物上からの眺め    

    

【陰謀説 1】 天気を軍事利用？ 

空に浮かぶ飛行機雲には、実は、すぐ消えてしまうものと、長時間空に浮かんだままのものがある。長時間空
に浮かんだままの飛行機雲には化学物質が含まれていて、天気を左右しているのではないかと指摘する専門
家もいる。天気をコントールすることは、農業に影響し、ひいては経済を動かす。天気は金や権力につながっ
ている。自然災害や神の所業とすれば、戦争にすら勝てる武器となる可能性があるのだ。番組では、一説に
は「地球物理学兵器」の開発の中心ではと言われる、米・アラスカ州にある HAARP（高周波活性オーロラプロ
グラム）を空から撮影した映像も紹介する。 
 

～HAARP（高周波活性オーロラプログラム）とは～ 

米・アラスカ州にあるアメリカ空軍、海軍、国防高等研究計画局の共同開発施設。公には、高周波を電離層に
照射して活性化させ、電離層の挙動や無線通信等への影響を調査することを目的とした施設とされる。 
 

【陰謀説 2】 生物兵器を開発？ 

ニューヨーク州ロングアイランド沖にある小さな島「プラムアイランド」（Plum Island）には、プラムアイランド動物
疾病センター（Plum Island/Animal Disease Center)がある。ここは口蹄疫など家畜の伝染病を研究すると説明
されているが、その昔、第二次世界大戦後に米軍に連れてこられたナチスの科学者たちが Project Paper Clip 

という名で生物兵器を研究していたことが 2004 年に報道によって明らかにされた、いわくつきの研究施設。
2008 年には、ロングアイランドの浜辺に奇妙な動物の死体が流れ着き大騒ぎとなった。近隣住民を招いて開
催された説明会で撮影された貴重な内部映像や、専門家によって撮影された空撮映像をもとに、生物兵器の
開発が行われているのではないかと疑惑の目が向けられる施設の真相の解明を試みる。 
 

【陰謀説 3】 最先端の国家防衛策？ 

アラバマ州には、米空軍の管理下にある全長 2,000 マイルに及ぶ巨大な宇宙レーダーシステム「スペース・フ
ェンス」（Space Fence)がある。旧式の衛星がそのまま浮遊物として残されていたり、ロケットから分離されたエ
ンジンなど、いわゆる「宇宙ゴミ」は、いつ地球上に落下してもおかしくない危険をはらんでいるという説も。 
 

スペース・フェンスは表向き人々の安全を守るためとされているが、その技術をもってすれば、衛星を打ち落と
すことも可能であり、軍事利用を目的に開発がされていると指摘する声もある。現に、2008 年 2 月に USA193

（米の偵察衛星）に不具合が発生したとき、米軍は意図的にSM-3ミサイルを使って破壊した。その後中国も同
様に旧式の衛星を破壊しており、新たな開発競争が始まったと見る専門家もいる。衛星の不具合や破壊に関
しては、落下してしまえば証拠は何も残らないため、過去の中国やロシアなどにおける衛星落下にまつわる事
象については、米軍が関与しているのではという声もある。  
 

～「スペース・フェンス」（Space Fence)とは～ 

レーダーを使用し、地球低軌道に漂う物体を検出し追跡する施設。番組では、スペース・フェンスのある、「Site 
C-6」と呼ばれるレーダー施設（Site C-6 Eglin Radar Site)の内部と、2010 年 4 月に打ち上げられ、現在のアメリ
カのトップシークレットとされている無人のスペースブレーン「X37-B」の非常に貴重な映像を見ることができ
る。「X37-B」のミッションは、スペース・フェンスで得た情報をもとに、他国の衛星を追跡し破壊することとする
陰謀説を専門家が解説する。 

21日放送「徹底調査！アメリカの極秘施設」より 
米・コロラド州 コロラドスプリングスにある 
「ピーターソン空軍基地」 
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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恒例恒例恒例恒例    シャークシャークシャークシャーク・・・・ウィークウィークウィークウィーク    

米国のディスカバリーチャンネルでは、25 周年を

迎えた恒例特集「シャーク・ウィーク」。今年は、

巨大なホオジロザメのジャンプをとらえた決定的

瞬間や、サメ王国とも言われるバハマの海の探検な

ど、刺激的な新映像だけでなく、これまでの番組か

ら厳選した映像を紹介する「恐怖のサメ体験 25」

もあり。波しぶきを上げて猛進する姿、獲物に喰ら

いつく瞬間、サメに追跡タグを付けた調査から、何

がサメを攻撃モードに突入させるのかといった予

防策の知識まで、サメにまつわるエピソードが満載。 
    
続続続続・・・・ホオジロザメホオジロザメホオジロザメホオジロザメ、、、、宙宙宙宙をををを舞舞舞舞うううう（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(26 日日日日 23：：：：00) 
ＨＶ制作／海面から飛び上がり、空中でハンティングを行うという巨
大なホオジロザメの姿を追い、再びサメの研究班が南アフリカの沿
岸に向かう。高性能カメラを駆使し、ホオジロザメの華麗で豪快な
ジャンプの瞬間をとらえる。今回、研究班が探すのは「コロッサス」
と呼ばれるホオジロザメ。全長４メートル、体重 1300 キロを超える
という巨大なサメだ。研究班は決定的瞬間を映像に収めようと、コ
ロッサスの狩り場を目指す。 
 
真夏真夏真夏真夏ののののサメサメサメサメ～～～～2001 年年年年のののの悪夢悪夢悪夢悪夢～（～（～（～（字字字字））））（（（（新新新新））））(26 日日日日 24：：：：00) 
アメリカ各地で夏の海を満喫する人々がサメに襲われる被害が続
発した 2001 年／米国民を恐怖で包み込んだ 2001 年夏のサメ被
害を振り返る。海水浴客で賑わうフロリダ州ペンサコラ・ビーチ―。
悪夢は、ここから始まった。８歳の少女がサメに襲われたのだ。サ
メ被害のニュースが相次ぎ、「サメの夏」と言われるまでに被害が拡大する。１０余年後の今、改めて現場を訪ね、
被害者や、その家族、担当医師などから実際に話を聞く。（HD 制
作） 
 
恐怖恐怖恐怖恐怖ののののサメサメサメサメ体験体験体験体験 25（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(27 日日日日 23：：：：00) 
米国ディスカバリーで毎年恒例となっているシャーク・ウィーク特集
が 25 周年を迎えた／これを記念し、これまでの厳選映像を紹介す
る。波しぶきを上げて猛進するサメの姿から、獲物に喰らいつく決
定的瞬間まで、シャーク特集ファンお待ちかねの完全保存版！ 
 
サメサメサメサメ伝説伝説伝説伝説のののの検証検証検証検証（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(27 日日日日 24：：：：00) 
アマチュアのサメマニアたちが、サメに襲撃される確率を調査する
ため、バハマを訪れる／イタチザメやニシレモンザメ、ペレスメジロ
ザメが彼らの挑戦を受けて立つ。これまで、サメに襲われやすいと言われてきた行動は本当にサメを刺激するの
か、定説の真偽を確かめるのだ。音や水しぶき、明るい色にサメは反応するのか、特製の防護服を身に着け、実
験に挑む。ベテランのサメ専門家の協力を得て、チームはサメに近づくが…。 
 
サメサメサメサメのののの王国王国王国王国（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(28 日日日日 23：：：：00) 
アメリカの人気タレント、アンディ・サムバーグが、バハマの海をめぐる旅を案内する。し
かしこの海域では、サメがサメを襲うだけでなく、全ての生き物にサメが襲いかかってく
るという！このサメ王国とでもいうべき驚異の海中探検にアンディが挑む。 
 
帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきたジョーズジョーズジョーズジョーズ（（（（字字字字））））(28 日日日日 24：：：：00) 
HV 制作／サメの専門家であり、水産学者でもあるグレッグ・スコーマルが、6 カ月に渡
って 5 匹のホオジロザメの追跡調査を行い、その生態に迫る。彼のミッションは、最近
発見された、ホオジロザメについてのある事実を調査すること― 「ジョーズ」の舞台と
もなったマサチューセッツの海に、ホオジロザメが戻ってきたという。なぜ、サメたちは
戻ってきたのか。そして、どこへ行くのか。海の安全は守られるのか？グレッグは、
1900キロにも及ぶ東海岸縦断の旅をし、これらの謎に迫る。 
 
サメサメサメサメとのとのとのとの遭遇遭遇遭遇遭遇１１１１（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(29 日日日日 23：：：：00) 
人間がサメに襲われる悲劇を避けるため、番組ではサメの習性を科学的に解明してい

シャークシャークシャークシャーク・・・・ウィークウィークウィークウィーク    
放送日時： 26 日（月）～30 日（金）23：00～25:00 ほか 

HV 制作／字幕放送 
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く／カリフォルニア州の海岸で、早朝、ホオジロザメがサーファーを襲った。
トンガでは、平和部隊の隊員が夕刻前、イタチザメに襲われた。サラソタで
は、真夜中に女子大生が犠牲となる。サメの行動はある程度予測が可能だ。
だが、ひとたび人間がサメに襲われないためのルールを破れば、予想を超
えた悲劇を招き得ることを忘れてはならない。(HD制作) 
 
サメサメサメサメとのとのとのとの遭遇遭遇遭遇遭遇２２２２（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(29 日日日日 24：：：：00) 
一体何が、サメを攻撃モードに突入させるのか？／サメの攻撃習性につい
て科学的に解明する。ある２人の映画製作者がホオジロザメに襲われたの
は朝だった。昼には、９００キロ級のサメが女の子を海中に引きずり込んだ。
また、フロリダで遊泳を楽しんでいたイヌがニシレモンザメの襲撃にあった
のは日暮れ時だった。サメが獲物を定める基準は何なのだろう？サメに襲
われないためにも、この番組は必見だ。 
 
消消消消えたえたえたえたサメサメサメサメのののの謎謎謎謎（（（（2 時間時間時間時間））））（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(30 日日日日 23：：：：00～～～～25：：：：00) 
オーストラリア史上最大規模のサメの生態調査が実施された／サメに追跡
用のタグをつけ、その行動を学者チームが追跡するのだ。オーストラリア北
東部の沿岸は、サメの生息数の多さで知られている。しかし近年、サメの数
が激減しているという。海中では一体何が起きているのだろうか。海洋生物
学者・映画監督・環境保護家・冒険家がタッグを組み、サメ減少の謎に挑
む。 

    

    

ありえないありえないありえないありえない道道道道をををを進進進進むむむむ、、、、サバイバルサバイバルサバイバルサバイバル・・・・ドライブドライブドライブドライブ！！！！    

元特殊部隊兵士とメカマニアの２人が、南米の奥地で驚異の

サバイバル・ドライブに挑戦。    
 
ドライブドライブドライブドライブ・・・・インポッシブルインポッシブルインポッシブルインポッシブル：：：：火山火山火山火山からのからのからのからの脱出脱出脱出脱出（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(12 日日日日) 
元特殊部隊兵士とメカマニアの２人が、南米の奥地で驚異のサバイバ
ル・ドライブに挑戦／今回は極寒の活火山の頂上から脱出を目指す。
ゲイリー・ハンフリーとビル・ウーの２人は即席で手作りした装備で身を
守り、死と隣り合わせのクレバスを渡る。車が通るような道も見当たらな
い中、氷原の上の鋭い溶岩のスロープを、即興のスノーチェーンをつけ

たたった３つの車輪で進んでいく。もし車が壊れれば、トランクにあるも
のと、大自然の中から見つけたものだけで修理をしなければならない。
そして、２人の身だけでなく、車もこの凍える氷点下の寒さから守らな
ければならないのだ。 
 
ドライブドライブドライブドライブ・・・・インポッシブルインポッシブルインポッシブルインポッシブル：：：：密林密林密林密林からのからのからのからの脱出脱出脱出脱出（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（19 日日日日）））） 
元特殊部隊兵士とメカマニアの２人が、南米の奥地で驚異のサバイバル・ドライブに挑戦／
今回のサバイバルは熱帯雨林の中からスタート。びしょ濡れのゲイリー・ハンフリーとビル・ウ
ーの２人が、深い茂みから脱出するために使えるのは、再利用した車のパーツと、現場で調
達できるものだけ。沼を通り、水かさの増した峡谷に橋を渡して、急流を渡らなければならなく
なった。２人のチームワークと生き残りのためのサバイバル術がいま試される。 
 
ドライブドライブドライブドライブ・・・・インポッシブルインポッシブルインポッシブルインポッシブル：：：：断崖断崖断崖断崖からのからのからのからの脱出脱出脱出脱出（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（26 日日日日）））） 
元特殊部隊兵士とメカマニアの２人が、南米の奥地で驚異のサバイバル・ドライブ
に挑戦／今回は厳しい山岳地帯からの脱出にチャレンジ。容赦ない山脈の奥深く
に降り立ったビル・ウーとゲイリー・ハンフリー。危険な高さにある岩板から車を運
転し、地滑りの危険がある巨大な岩玉を渡らなければならない。ビルのドライビン
グテクニックが試される。６０度の断崖から車を降ろし、一歩間違えれば車が大破するような１８０メートルの降下
を成し遂げることができるのか！？ 

    

    

    

ドライブドライブドライブドライブ・・・・インポッシブルインポッシブルインポッシブルインポッシブル（（（（新新新新））））    
放送日時： 12 日（月）スタート 毎週月曜 21：00～22：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組×全 5 話 

山岳も 
場所：チリのサンティアゴ近郊ある渓谷
「カホン・デル・マイポ」） 

砂漠も 

場所：チリの自然保護区 Hulio Hulio 

氷上も 川も 
サバイバル・ドライブに挑戦する 
元特殊部隊兵士とメカマニアの 
ゲイリー・ハンフリー(右)とビル・ウー（左） 
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険険険険しいしいしいしい道道道道のりのりのりのり 
    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

銃銃銃銃にとどまらずにとどまらずにとどまらずにとどまらず、、、、戦時中戦時中戦時中戦時中にににに使使使使われたわれたわれたわれた機関機関機関機関砲砲砲砲などなどなどなどケタケタケタケタはずれのはずれのはずれのはずれの武器武器武器武器ををををカスタムメイドカスタムメイドカスタムメイドカスタムメイド    

時時時時にはにはにはには警察警察警察警察からのからのからのからの発注発注発注発注もももも！！！！    

ウィル・ヘイデンは暑いルイジアナの地にぴったり

の熱血漢。彼は娘のステフと、レッド・ジャケット・

ファイヤーアームズを運営しているのだ。それは他

にはない銃のビジネス。しかも扱うのは銃だけでな

く、刃物や大砲などありとあらゆる武器だ。彼は武

器を買ったり、売ったり、製作したり、改造したり

する。銃にサイレンサーを内蔵するには？南北戦争

時代の大砲は爆発することなく発射できるのか？ 

“夢見ることができれば、作ることもできる”をモ

ットーに、レッド・ジャケットのクルーたちは今日

も様々な課題に取り組む。 

    
サンズサンズサンズサンズ・・・・オブオブオブオブ・・・・ガンズガンズガンズガンズ１１１１（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(7 日日日日)    
ＨＶ制作／レッド・ジャケット・ファイヤーアームズのクルーたち
が今までにないカスタムメイドの銃を製作する／ジョーがショッ
キングな事件を目撃してしまう。今回、店のオーナーのウィル
は警察から依頼を受ける。その依頼とはフェレット装甲車を、
暴動を鎮圧するための車に改造することだ。グレネードランチ
ャーに放水砲、機関銃も搭載する。担当するのはジョー。彼は
ニューオーリンズで殺人を目撃していた。 
 
サンズサンズサンズサンズ・・・・オブオブオブオブ・・・・ガンズガンズガンズガンズ 2（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(14 日日日日)    
ＨＶ制作／レッド・ジャケット・ファイヤーアームズのクルーたちが
今までにないカスタムメイドの銃を製作する／クルーたちは今
回も難しい依頼に応える。店のオーナーのウィルとレッド・ジャケ
ットのクルーたちの今回の課題は、うるさいことで世界でも有名
な銃の消音だ。その銃とは５０口径の狙撃銃。そしてウィルは世
界記録保持者のシューター、トム・ナップからあるプロジェクトを
持ちかけられる。 
 
サンズサンズサンズサンズ・・・・オブオブオブオブ・・・・ガンズガンズガンズガンズ 3（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(21 日日日日)    
ＨＶ制作／レッド・ジャケット・ファイヤーアームズのクルーたちが

サンズサンズサンズサンズ・・・・オブオブオブオブ・・・・ガンズガンズガンズガンズ（（（（新新新新））））    
放送日時： 毎週水曜 20：00～21：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組×全 15 話 

横倒しになっても 岩間に挟まろうとも チェーンで牽引し 
橋を渡してでも進む！ 
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今までにないカスタムメイドの銃を製作する／戦時中に使われた機
関砲は生まれ変わるのか？レッド・ジャケットのクルーたちは、ウィ
ルが一度断った武器の修理を密かに行っていた。第二次世界大戦
で日本軍が使用した、５万５千ドルの機関砲だ。フレムはレッド・ジ
ャケットを辞めたヴィンスに協力を求める。ウィルはクライアントの
ために南部式拳銃を探す。 
 
サンズサンズサンズサンズ・・・・オブオブオブオブ・・・・ガンズガンズガンズガンズ 4（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））(28 日日日日)    
ＨＶ制作／レッド・ジャケット・ファイヤーアームズのクルーたちが今
までにないカスタムメイドの銃を製作する／バイク・ビルダーのジェ
ッシー・ジェイムズ登場。レッド・ジャケットのクルーたちはバイクの
番組に出演しているジェッシー・ジェイムズと組んでブローニング自
動小銃を製作する。ジェッシーはレッド・ジャケットを辞めたヴィンス
に担当を依頼したため、ウィルはヴィンスに協力を求めなくてはい
けない。また、ＭＰ２８をＭＰ１８に変える作業も…。 

    

    

    

    

世界世界世界世界ののののトップトップトップトップ 5555 をををを決定決定決定決定。。。。今回今回今回今回はははは、、、、旅客機旅客機旅客機旅客機・・・・輸送機輸送機輸送機輸送機・・・・偵察機偵察機偵察機偵察機・・・・戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機・・・・・・・・・・・・飛行機飛行機飛行機飛行機ののののトップトップトップトップ 5555！！！！    

毎回特定のエンジニアリングに注目し、５つのマシンを分析。

その中から最も優れたものを決定する。航空機、列車、工事

用の巨大な掘削機、スーパーカーの他、巨大工場のナンバー

１も決まるのだ。また、その構造や製造の舞台裏も紹介する。

成功の秘訣とは何なのだろうか。車輪のない列車が、どうして

記録的な速度を出せるのだろうか。なぜ世界一機動性のある

ジェット戦闘機は空にとどまることができるのだろう。そして、

接戦を制し頂上に立つのは、どのマシンだろうか。 
 
 
ワールドワールドワールドワールド・・・・トップトップトップトップ５５５５：：：：スーパースーパースーパースーパー飛行機飛行機飛行機飛行機（（（（字字字字））））（（（（新新新新）））） 

最新技術で開発された乗り物や施設の頂点を決める究極のバトル／高性能の航空機５機の中から、最高の機

種が決まる。今回、究極の航空機の候補に挙がったのは、ウクライナの大型輸送機アントノフＡｎ‐２２５、フランス

の２階建てジェット旅客機エアバスＡ３８０、アメリカの偵察機グローバルホーク、機動性の高いジェット戦闘機ユ

ーロファイター タイフーン、そしてアメリカ空軍が利用しているＣ‐５ギャラクシーだ。審査は５つの部門に分けて行

われる。果たして、どのような審査が行われるのだろうか。また、頂点に輝くのは、どの航空機なのだろうか。 

    

ワールドワールドワールドワールド・・・・トップトップトップトップ５５５５        
放送日時： 30 日（金）20：00～21：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組 

武器専門店 経営者 

ウィルウィルウィルウィル・・・・ヘイデンヘイデンヘイデンヘイデン （WILL HAYDEN） 
 
アリゾナで育った幼少期から、家族で日常的に狩りをしたり、ウィルにとって銃は身近な存在
だった。サイドビジネスとして始めた銃器のお店が繁盛し、1999 年に武器専門店「レッド・ジ
ャケット・ファイヤーアームズ」をオープン。最初の大きなオーダーは、アリゾナの販売業者に
依頼を受けた 20 AK-47sだった。ビルは、値引きする代わりに広告に“レッド・ジャケット製”と
明記してほしいと頼んだ。この広告が、大手業者の目にとまり、ビジネスが大成功。2003 年
からは、娘のステファニーも加わり、日々仲間とともにカスタムメイドの武器を製作している。 
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異物異物異物異物がががが体体体体にににに突突突突きききき刺刺刺刺さってしまったさってしまったさってしまったさってしまった惨事惨事惨事惨事からのからのからのからの軌跡軌跡軌跡軌跡のののの生還生還生還生還。。。。驚驚驚驚きのきのきのきのレントゲンレントゲンレントゲンレントゲン写真写真写真写真のののの数数数数々々々々・・・・・・・・・・・・    

何らかの理由で異物が体に突き刺さってしまった人たち

を紹介するシリーズ。危険な事態を切り抜け、一命を取り

留めた人々が経験を語る。フェンスからフレンチフライ、

それにサーフボードまで。番組では医師がどのようにして

異物と格闘し、体から取り出したかも紹介する。驚くよう

なレントゲンやケガの写真も…。普通に生活していても、

何が命を脅かすのか分からないのだ。 

 
ザザザザ・・・・人体人体人体人体ミステリーミステリーミステリーミステリー 奇跡奇跡奇跡奇跡のののの生還生還生還生還１１１１（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（12 日日日日）））） 
ＨＶ制作／何らかの理由で異物が体に突き刺さってしまった人たちを紹介するシリーズ／もし何かが体に刺さっ
ても自分では抜かないように！１３センチの鉄製の柵が突き刺さったスコットランドの女性。男性の食道を突き破
ったフレンチフライ。植木バサミが頭に刺さった８６歳の男性。さらにオーストラリアのビーチでは銛で撃たれてし
まった男性も。このような大変な事態でも、彼らは適切な判断で一命を取り留めることができた。もしあなたの体
にあり得ないものが突き刺さったら？専門家のアドバイスは“自分では抜かないで”。 
 
ザザザザ・・・・人体人体人体人体ミステリーミステリーミステリーミステリー 奇跡奇跡奇跡奇跡のののの生還生還生還生還２２２２（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（19 日日日日）））） 
ＨＶ制作／何らかの理由で異物が体に突き刺さってしまった人たちを紹介するシリーズ／一歩外に出たら何が凶
器になるか分からない。庭仕事をしていた男性の脳に謎の８センチのピンが…。医師が摘出しようとしたところ、
なぜか消えてしまった。別の男性は車を運転中に１.８メートルのフェンスに突き刺さってしまう。テネシー州の女性
はバードフィーダーを取り付けようとしただけでとんだ災難に。そし
て男性の腕に自転車のブレーキレバーが突き刺さる。一歩家の外
に出ただけでどんな危険が待ち構えているのか分からないのだ。 
 
ザザザザ・・・・人体人体人体人体ミステリーミステリーミステリーミステリー 奇跡奇跡奇跡奇跡のののの生還生還生還生還３３３３（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（26 日日日日）））） 
ＨＶ制作／何らかの理由で異物が体に突き刺さってしまった人たち
を紹介するシリーズ／あり得ないようなものが体に突き刺さる場合
もあるのだ。ロマンチックなドライブをしていたカップル。しかし次の
瞬間、女性の首にクリスマスツリーが突き刺さる。イカ釣りをしてい
た少年が、誤って大量のトゲが付いた仕掛けを飲み込んでしまう事
故。そして空気タンクが足に刺さり、風船のように体が膨らんでしま
った男性も。とんでもない招かざる客が体に侵入しても、医師や
専門家の冷静な対処で命は助かるのだ。 

    

    

最先端技術最先端技術最先端技術最先端技術をををを用用用用いたいたいたいた開発開発開発開発のののの舞台裏舞台裏舞台裏舞台裏    

最先端の研究を進めるエンジニアたちに取材し、各分野の高性能技

術を紹介する。シリーズは３つのエピソードからなり、１エピソードごと

に１つの技術を取り上げる。スーパーカーが生産に至るまでの技術

や、世界一大きい飛行機の翼を作る技術、１秒以下でテレビのシグ

ナルを世界中に配信する衛星を作る技術とは、一体どのようなもの

なのだろうか。 
 

ザザザザ・・・・人体人体人体人体ミステリーミステリーミステリーミステリー    奇跡奇跡奇跡奇跡のののの生還生還生還生還（（（（新新新新））））    
放送日時： 12 日スタート 毎週月曜 26：00～27：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組 

潜入潜入潜入潜入！！！！技術開発技術開発技術開発技術開発のののの舞台裏舞台裏舞台裏舞台裏    
放送日時： 9 日（金）、16 日（金）、23 日（金） 20：00～21：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組 

頭に鉛筆がささっているレントゲン写真 
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潜入潜入潜入潜入！！！！技術開発技術開発技術開発技術開発のののの舞台裏舞台裏舞台裏舞台裏：：：：人工衛星人工衛星人工衛星人工衛星（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（9 日日日日）））） 
ＨＶ制作／最先端技術が取り入れられている開発現場の舞台裏を紹介する／私たちの生活にも役立っている衛
星は、どのように作られているのか。その現場を追う。今日、世界中で何百万もの人がスポーツをライブ中継で楽
しんでいる。なんとシグナルは１秒以下の短い間に衛星を通り、７万２千キロもの旅をして、あなたのテレビに届
いているのだ。私たちは衛星のおかげで、世界で起きていることをすぐ見たり聞いたりすることができる。ヨーロッ
パでは１万５千人以上のエンジニアが２４時間３交代制で働き、耐久性の優れた精密部品の開発をしている。果
たしてそこにはどのようなドラマが隠れているのだろうか。 
 
潜入潜入潜入潜入！！！！技術開発技術開発技術開発技術開発のののの舞台裏舞台裏舞台裏舞台裏：：：：マクラーレンマクラーレンマクラーレンマクラーレン（（（（二二二二））））(16 日日日日) 
ＨＶ制作／最先端技術が結集されたマクラーレン社 MP4-12C の開発現場に潜入／世界最高峰のレーシングカ
ーを製造し、秘密の多い開発の舞台裏をのぞく。Ｆ１に出場するレーシングカーは抜群の加速性能を誇り、時速３
５０キロ出せる。ドライバーにはスペースシャトルの乗組員より大きいGの力がかかり、変速機の温度は１５０度に
まで達する。Ｆ１のコンストラクターであるマクラーレンはＦ１で培った技術をロードカーである MP4-12C の生産に
も生かすことに。番組では、その生産工場となるマクラーレン・プロダクション・センター(MPC)に潜入する。 
 
潜入潜入潜入潜入！！！！技術開発技術開発技術開発技術開発のののの舞台裏舞台裏舞台裏舞台裏：：：：大型旅客機大型旅客機大型旅客機大型旅客機（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（23 日日日日）））） 
ＨＶ制作／最先端技術が取り入れられている開発現場の舞台裏を紹介する／翼は航空機の性能を決めると言
われているが、一体、どのように作られるのだろうか。エンジニアたちは品質設計や生産のための研究を絶えず
進め、翼の性能を向上させることで、より大きな航空機を建造してきた。番組では世界最大級の民間航空機の翼
に注目し、どのような新しい生産技術が取り入れられているのかを紹介する。大幅なコスト削減のカギとなるのは
軽量の複合材主翼だ。機体の重さは１キロ減るだけで、機体寿命３０年の間に１０万ドルもの燃料費をおさえるこ
とができるのだ。また正確性の求められる最新のレーザー技術も紹介する。 

 

    

新新新新エピソードエピソードエピソードエピソード登場登場登場登場！！！！    

誰もが疑問に思ったことのある噂を過激に徹底検証する実

験ショー。本国アメリカでは 2003 年の初回放送以来 700

以上のエピソードが放送されている、ディスカバリーチャン

ネルの大人気シリーズ。検証実験は、動物に関するものか

ら、天気、食べ物、ことわざ、映画、テレビ、スポーツ、テク

ノロジーに至るまで、幅広いカテゴリーの噂や神話まで多

岐にわたる。ハリウッド映画の特殊効果をも務める“伝説バ

スターズ”が、その伝説が本当なのか単なる噂なのかを体

当たりで検証する。 

 

怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：映画映画映画映画「「「「クリフハンガークリフハンガークリフハンガークリフハンガー」」」」のののの検証検証検証検証（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（3 日日日日）））） 
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／今回は映画「クリフハンガー」の
アクション・シーンを検証する。シルベスター・スタローン扮する元山岳レ
スキュー隊員のゲイブが、崩壊していく吊り橋からジャンプをして逃げ切
る場面を記憶している人も少なくないであろう。はたして物理的に可能
なのか、全長 20 メートルを超える橋を制作し、アダムとジェイミーが実
験に挑む。一方、若手三人組は雹(ひょう)交じりの嵐に見舞われた船を
想定し、実験を行う。船は雹に穴を開けられて沈没するのか、積もった
雹の重みで沈没するのか…。 
 

怪怪怪怪しいしいしいしい伝説伝説伝説伝説：：：：完全犯罪完全犯罪完全犯罪完全犯罪にににに挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（10 日日日日）））） 
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／今回はアダムとジェイミーが、旅客機の搭乗方法を検証…も
っともスピーディーかつ快適に搭乗できる方法を探る。航空業界が採用
を検討するような画期的な搭乗方法を編み出すことはできるのか？一
方、キャリー、グラント、トリーたちは、悪の道へ…。歯や骨で銃弾を作
れば、監察医の目を欺くような完全犯罪が成立するのでは、と目論むのだが、はたして実験の結果は？ 

怪怪怪怪しいしいしいしい伝伝伝伝説説説説    
放送日時： 毎週土曜 23：00～24：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組 

 

 

3 日放送「映画「クリフハンガー」の検証」より 
吊り橋からジャンプして逃げるシーンにトライ！ 

10日放送「完全犯罪に挑戦」より 
航空会社がアイディアを採用したくなるような 
スピーディーな搭乗方法を模索中！ 
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恐恐恐恐れれれれ知知知知らずのらずのらずのらずのアマチュアアマチュアアマチュアアマチュア製作者製作者製作者製作者 500500500500 名名名名によるによるによるによる手作手作手作手作りりりりロケットロケットロケットロケット大会大会大会大会    

“怪しい伝説”のキャリー・バイロンが番組ホストとなりお届けするの

は手作りロケットの打ち上げ大会。恐れを知らないアマチュア製作

者５００人がアメリカ各地からカンザス州のアーゴニアに集結する。 

 

 

 

 

    

    

溝溝溝溝をををを付付付付けたけたけたけた高速道路高速道路高速道路高速道路をををを車車車車がががが走走走走るとるとるとると、、、、オルゴールオルゴールオルゴールオルゴールのようにのようにのようにのように音楽音楽音楽音楽をををを奏奏奏奏でるでるでるでる？！？！？！？！    

本当本当本当本当のののの話話話話にまぎれたにまぎれたにまぎれたにまぎれた、、、、ウソウソウソウソをををを探探探探せせせせ！！！！    

ウソ？ホント？ 番組ホストは、ペンとテラーのコンビ。「嘘のような“ホント”」

の話の中に紛れた、「本当のような“ウソ”」を見破れるか。 
 
ウソウソウソウソをををを見破見破見破見破れれれれ！！！！脳力脳力脳力脳力テストテストテストテスト１１１１（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（5 日日日日）））） 
ウソ？ホント？ペンとテラーが紹介する嘘のような本当の話の中に紛れた「本当のよ
うなウソ」を見破れるか／人を乗せた車を髪の毛で３メートル持ち上げることができ
る！左右のドアを方向舵がわりに開閉して、飛行機を無事、着陸させることができ
る！など、奇想天外な７つの話の中には、１つだけ真っ赤なウソが含まれている。あ
なたはウソを見破れるか？コメディ･マジックで人気のコンビ、ペンとテラーが身をもっ
てその答えを実証する。 
 
ウソウソウソウソをををを見破見破見破見破れれれれ！！！！脳脳脳脳力力力力テストテストテストテスト 2（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（6 日日日日）））） 
ウソ？ホント？ペンとテラーが紹介する嘘のような本当の話の中に紛れた「本当のよ
うなウソ」を見破れるか／ベーコンを燃料にしたバーナーで鋼鉄を切断することがで
きる！いくら押しても倒れない巨大チーズｖｓレスラーの戦い…勝者はチーズ？壁紙
は建物解体用の鉄球にも耐える１など、奇想天外な７つの話の中には、１つだけ真
っ赤なウソが含まれている。あなたはウソを見破れるか？コメディ･マジックで人気のコンビ、ペンとテラーが身を
もってその答えを実証する。 
 
ウソウソウソウソをををを見破見破見破見破れれれれ！！！！脳力脳力脳力脳力テストテストテストテスト 3（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（7 日日日日）））） 
ウソ？ホント？ペンとテラーが紹介する嘘のような本当の話の中に紛れた「本当のようなウソ」を見破れるか／４
００個の卵の上にチアリーディングのチームが乗っても、卵は割れない！車に轢かれた動物たちを食用にするこ
とができる！ピラニアが人を殺すことはない！など、奇想天外な６つの話の中には、１つだけ真っ赤なウソが含ま
れている。あなたはウソを見破れるか？コメディ･マジックで人気のコンビ、ペンとテラーが身をもってその答えを
実証する。 
 
ウソウソウソウソをををを見破見破見破見破れれれれ！！！！脳力脳力脳力脳力テストテストテストテスト 4（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（8 日日日日）））） 
ウソ？ホント？ペンとテラーが紹介する嘘のような本当の話の中に紛れた「本当のようなウソ」を見破れるか／麻
のシャツで弓矢を止めることができる！カタツムリは鋭い刃の上を進むことができる！背面飛行中の機内で、お
茶を淹れることはできる！高速道路に溝をつけて車を走らせれば、オルゴールのように音楽を奏でることができ
る！など、奇想天外な７つの話の中には、１つだけ真っ赤なウソが含まれている。あなたはウソを見破れるか？コ
メディ･マジックで人気のコンビ、ペンとテラーが身をもってその答えを実証する。 

ウソウソウソウソをををを見破見破見破見破れれれれ！！！！脳力脳力脳力脳力テストテストテストテスト（（（（新新新新））））    
放送日時： 5 日（月）～12 日（月） 10：00～11：00 ※土日除く 

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番外編番外編番外編番外編：：：：手作手作手作手作りりりりロケットロケットロケットロケット大会大会大会大会（（（（新新新新））））    
放送日時： 24 日（土）23：00～24：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組 

ペン（左）とテラー（右） 

花嫁ロケット それぞれ個性豊かなロケットを製作 
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ウソウソウソウソをををを見破見破見破見破れれれれ！！！！脳力脳力脳力脳力テストテストテストテスト 5（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（9 日日日日）））） 
ウソ？ホント？ペンとテラーが紹介する嘘のような本当の話の中に紛れた「本当のようなウソ」を見破れるか／バ
ターナイフで超速の弾丸を止めることができる！ヘアブリーチ剤を燃料にして空を飛ぶことができる！ニューヨー
クの路上から金が採れる？など、奇想天外な６つの話の中には、１つだけ真っ赤なウソが含まれている。あなた
はウソを見破れるか？コメディ･マジックで人気のコンビ、ペンとテラーが身をもってその答えを実証する。 
 
ウソウソウソウソをををを見破見破見破見破れれれれ！！！！脳力脳力脳力脳力テストテストテストテスト 6（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（12 日日日日）））） 
ウソ？ホント？ペンとテラーが繰り広げる科学ストーリーから作り話を見破ろう／マシンガンは壊れるように設計さ
れている？お祭りなどで置かれている、投げたり打ったり叩いたりのカーニバルゲームでは、絶対にイカサマをす
ることはできない？空に浮かぶお菓子にするため、綿あめにはヘリウムガスが入っている？など、奇想天外な７
つの話の中には、１つだけ真っ赤なウソが含まれている。あなたはウソを見破れるか？コメディ･マジックで人気
のコンビ、ペンとテラーが身をもってその答えを実証する。 
 
 
 

    

    

    

クラシックカークラシックカークラシックカークラシックカーをををを修復修復修復修復しししし、、、、よみがえらせてよみがえらせてよみがえらせてよみがえらせて販売販売販売販売    

中古クラシックカーの購入から修復、販売までの一連の流れを

追うシリーズ。買い付け・販売担当のマイクと修復を手がけるメ

カニックのエドが、少しでも多くの利益を上げようと、毎回奮闘

する。時には、ヨーロッパからアメリカまで足を伸ばしてでも、目

的のクラシックカーを見つけ出す。雑誌やネットでの情報収集

から購入者との値段交渉まで、中古車売買の流れを学び、テ

ストドライブ時の周囲の風景を楽しみ、マニアックな解説でクラ

シックカーの豆知識を得ることができる。マイクとエドの手によ

って息を吹き返したクラシックカー、はたして利益をもたらすことはできるのか。 

 
クラクラクラクラシックカーシックカーシックカーシックカー・・・・ディーラーズディーラーズディーラーズディーラーズ：：：：ベンツベンツベンツベンツ G クラスクラスクラスクラス（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（12 日日日日）））） 
ＨＶ制作／クラシックカーの買い付けを担当するマイクとメカニックのエドがタッグを組んで、クラシックカーをよみ
がえらせるシリーズ／メルセデス・ベンツの G クラスは高く売れるのか？今回マイクが購入したのは 1992 年型の
メルセデス・ベンツの G クラス。人気の高い四輪駆動のドイツ車だ。エドはフロントエンドやテールランプなどを最
新型のパーツと交換するが、採算は合うのか…。 
 
クラシックカークラシックカークラシックカークラシックカー・・・・ディーラーズディーラーズディーラーズディーラーズ：：：：ジャガージャガージャガージャガーＸＫＸＫＸＫＸＫ８８８８（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（19 日日日日）））） 
ＨＶ制作／クラシックカーの買い付けを担当するマイクとメカニックのエドがタッグを組んで、クラシックカーをよみ
がえらせるシリーズ／ジャガーＸＫ８はよみがえるのか？インターネット上で何百台と掲載されている車の中から、
マイクが選び抜いた XK８。ベストな選択をしたと喜ぶマイクであったが、現実は厳しかった。どうやら相当な修理
が必要となりそうだ。エドは予算内で修理することができるのか？難しいチャレンジに立ち向かう。 
 

7 日放送「脳力テスト 3」より 

400個個個個のののの卵卵卵卵のののの上上上上にはにはにはには、、、、チアリーダーチアリーダーチアリーダーチアリーダーがががが乗乗乗乗ってもってもってもっても割割割割れないれないれないれない？！？！？！？！ 

卵を準備 チアリーダーが乗ります！ 果たして、結果は？？ 

名車再生名車再生名車再生名車再生！！！！クラシックカークラシックカークラシックカークラシックカー・・・・ディーラーズディーラーズディーラーズディーラーズ    
放送日時： 12 日（月）～ 毎週月曜 22：00～23：00 ほか 

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組 
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クラシックカークラシックカークラシックカークラシックカー・・・・ディーラーズディーラーズディーラーズディーラーズ：：：：コブラコブラコブラコブラ（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（26 日日日日）））） 
ＨＶ制作／クラシックカーの買い付けを担当するマイクとメカニックのエドがタッグを組んで、クラシックカーをよみ
がえらせるシリーズ／今回修復するのはコブラのレプリカ。コブラのレプリカは価格の幅が広く、１万ドルで売り出
されているものもあれば、４万ドルのものもある。マイクは走行距離の短い、未登録の車両を発見する。しかし登
録するには、厳しい排ガステストに合格しないといけない。エドは力を入れて修理を始める。 

 

 

毎週日曜夜毎週日曜夜毎週日曜夜毎週日曜夜はははは、、、、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厳選厳選厳選厳選ののののドキュメンタリードキュメンタリードキュメンタリードキュメンタリーをををを放送放送放送放送    

 

 

 

 

 
 

毎週日曜日夜 11 時からは、ディスカバリーチャンネルなら

ではの厳選されたドキュメンタリーを 2時間にわたって放送。

常に「新しい発見」がそこにある。 

 

「「「「毛沢東毛沢東毛沢東毛沢東とととと冷戦時代冷戦時代冷戦時代冷戦時代」」」」シリーズシリーズシリーズシリーズ紹介文紹介文紹介文紹介文 

第二次世界大戦が終わると世界は冷戦時代へ突入する。冷戦と

いえば資本主義国と共産圏との戦い、つまりアメリカとソビエト連

邦のイデオロギー闘争だと思われがちだ。しかし、実際はそう単

純なものではない。毛沢東が建国した中華人民共和国が介入し、

関係を複雑にしていたのだ。長い間、中国の冷戦への関与は公にされていなかった。現在、その策略が明らかに

なりつつある。朝鮮戦争で中国は、どのような戦略を取ったのだろうか。なぜインドと対立することになったのだろ

うか。また、ソ連との関係が紛争にまでエスカレートした理由は何だったのだろうか。 

 
毛沢東毛沢東毛沢東毛沢東とととと冷戦時代冷戦時代冷戦時代冷戦時代１１１１（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））(4 日日日日 22：：：：00) 
冷戦時代に毛沢東が取った知られざる戦略を徹底解明／朝鮮戦争で中国がどのような戦略を取ったのかが明ら
かになる。第二次世界大戦が終わり、世界は冷戦時代へ突入する。冷戦といえば資本主義国と共産圏との戦い、
つまり“アメリカ対ソビエト連邦”の構図がイメージされやすい。しかし、実際にはそう単純ではない。毛沢東が建
国した中華人民共和国が介入し、関係を複雑にしていたのだ。長い間、中国の冷戦への関与は公にされていな
かった。現在、その策略が明らかになりつつある。朝鮮戦争では、どのように戦ったのだろうか。戦争の最前線で
は何が起きていたのだろうか。 
 
毛沢東毛沢東毛沢東毛沢東とととと冷戦時代冷戦時代冷戦時代冷戦時代２２２２（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（4 日日日日 23：：：：00）））） 
冷戦時代に毛沢東が取った知られざる戦略を徹底解明／中国とインドの関係が悪化し、やがて大きな国際問題
へと発展していく。中国とインドは同盟を結んでいたが、チベットの独立問題をきっかけに関係が変わり始める。
中国人民解放軍がチベットに侵攻したことで、インドはチベット側に同情したのだ。やがて中国とインドの国境紛
争が始まる。ヒマラヤの標高４千メートル地点が戦場となることもあった。いまだに国境問題は両国にとってデリ
ケートな問題となっている。紛争に関する文書はすべてが明らかになったわけではなく、両国の見解が食い違うと
ころもある。今回、番組では初めて人民解放軍に所属していた人々が当時を語る。 
 
毛沢東毛沢東毛沢東毛沢東とととと冷戦時代冷戦時代冷戦時代冷戦時代３３３３（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））(4 日日日日 24：：：：00) 
冷戦時代に毛沢東が取った知られざる戦略を徹底解明／結束は固いといわれていた中国とソビエト連邦だった
が、その関係は大きく崩れ始める。同盟を結んだ当初から中国はソ連と対等な関係でないことに不満を抱いてい
た。毛沢東は国際舞台への進出を狙っていたが、それにはソ連の経済援助や軍事技術が必要だった。そこで５０
年代から６０年代、毛沢東は共産主義国のリーダーとなるべく工業化や軍事化を急激に進めていく。やがてソ連
との間に修復できない亀裂ができるのだった。１９６９年には核戦争にエスカレートしかねない危機にまで発展す
る。番組では当時を知る人々の証言を紹介する。 
 
潜入潜入潜入潜入！！！！技術開発技術開発技術開発技術開発のののの舞台裏舞台裏舞台裏舞台裏：：：：マクラーレンマクラーレンマクラーレンマクラーレン（（（（二二二二））））(11 日日日日 22：：：：00) 
ＨＶ制作／最先端技術が結集されたマクラーレン社 MP4-12C の開発現場に潜入／世界最高峰のレーシングカ
ーを製造し、秘密の多い開発の舞台裏をのぞく。Ｆ１に出場するレーシングカーは抜群の加速性能を誇り、時速３
５０キロ出せる。ドライバーにはスペースシャトルの乗組員より大きいGの力がかかり、変速機の温度は１５０度に
まで達する。Ｆ１のコンストラクターであるマクラーレンはＦ１で培った技術をロードカーである MP4-12C の生産に
も生かすことに。番組では、その生産工場となるマクラーレン・プロダクション・センター(MPC)に潜入する。 
 
ワールドワールドワールドワールド・・・・トップトップトップトップ５５５５：：：：スーパーカースーパーカースーパーカースーパーカー（（（（二二二二））））(11 日日日日 23：：：：00) 
性能の進化とともに絶えず記録が更新されていくスポーツカーの世界／数あるスポーツカーの中からトップ５を決

ディスカバリー・サンデー 
放送日時： 毎週日曜 22：00～24：00 （4 日は 25：00 まで） 

毛沢東（左）とニクソン元米国大統領（右） 



Discovery Channel Program Line-up  (15) 

定する。イタリアのブガッティ社が製造する最大出力１２００bhp のブガッティ・ヴェイロン・スーパースポーツとスウ
ェーデンのケーニッグゼグ社が製造する最高速度が時速４００キロ近いという車がトップの座を狙う。 
 
激動激動激動激動 日本日本日本日本のののの半世紀半世紀半世紀半世紀：：：：1904-1936 年年年年(二二二二) (18 日日日日 22：：：：00) 
１９００年代前半、国外に勢力を広げていった日本の歴史を振り返る／第１回となる今回は、主に１９０５～１９３６
年の間に起きた出来事に光を当てる。１９０５年５月、対馬海峡では日本艦隊が帝政ロシアのバルチック艦隊を
相手に勝利した。当時、すでに台湾を支配下に置いていた日本は、１９１０年には韓国を併合することに成功。そ
の後、昭和天皇が即位する。こうして日本はアジア圏で強国としての地位を築き上げていくのだった。 
 
激動激動激動激動 日本日本日本日本のののの半世紀半世紀半世紀半世紀：：：：1937-1945 年年年年(二二二二) (18 日日日日 23：：：：00) 
１９００年代前半、国外に勢力を広げていった日本の歴史を振り返る／３０年以上、アジア圏で勢力を振るい続け
てきたが、ついにその勢いにかげりが見え始める。１９３７年には日中戦争が勃発し、日本は中国との全面戦争
に突入する。アメリカに対して行った真珠湾攻撃では勝利を手に入れたものの、その栄光はつかの間。ミッドウェ
ー海戦では惨敗を喫する。１９４５年、日本降伏---こうして１つの時代が終わりを迎えたのだった。 
 
1942 年年年年 シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの戦戦戦戦いいいい 1(二二二二) (25 日日日日 22：：：：00) 
第二次世界大戦時、日本軍に攻略されたシンガポールの歴史を描く衝撃のドキュメンタリー作品／日本軍はイギ
リスが支配していたシンガポールの陥落を狙う。１９４１年、日本軍はマレーに上陸。その猛攻に押されたイギリス
軍は、シンガポールに追いつめられてしまう。日本軍は山下奉文の指揮の下、難攻不落と言われたシンガポール
を陥落させるべく、作戦を進めていく。戦地では民族間に対立が生ま
れ、政治的な緊張が高まり、混乱を極めていた。オーストラリア軍は
初めて大戦の脅威にさらされるのだった。 
 
1942 年年年年 シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの戦戦戦戦いいいい 2(二二二二) (25 日日日日 23：：：：00) 
第二次世界大戦時、日本軍に攻略されたシンガポールの歴史を描く
衝撃のドキュメンタリー作品／連合軍と日本軍との熾烈な攻防戦が
繰り広げられていく。山下奉文の巧みな戦略で日本軍はその勢いを
広げていき、パーシヴァルの率いる連合軍は後退を余儀なくされる。
その後、日本軍はジョホールバルに進出し、シンガポールの攻略に
成功するのだった。一方、イギリスからの独立を目指していたインド
兵士の一部はイギリスに抵抗する動きを見せ始める。そして、とうとう
イギリスはシンガポールから撤退するのだった。シンガポールの陥落
は、欧州諸国によるアジア植民地支配の終焉を意味していた。 

 

 

ロロロロングランングランングラン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。。。。    流氷流氷流氷流氷でででで難航難航難航難航、、、、、、、、、、、、漁漁漁漁をををを諦諦諦諦めざるをえないのかめざるをえないのかめざるをえないのかめざるをえないのか？！？！？！？！    

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    シーシーシーシーズンズンズンズン 8-14（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（1 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／大ピンチ
の中、船長たちの勇気が試される。かつてないほど大量の流氷に悩まされ、いくつかの船は港に戻ってきた。停
電になってしまい暗闇の中、危険な流氷を切り抜けてきた船も…。ある出来事から新人乗組員が教訓を得る。 
 
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 8-15（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（8 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／海に再

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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び出た男たちを待ち受けていたものとは？兄弟は緊迫した事態に直面していた。父親の船が沈んだ時と同じ状
況だ。少し時間を置いた後、男たちは極寒のベーリング海へと再び出るが、流氷は一層ひどくなっていた。乗組
員たちは極限まで追い詰められていく。 
 
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    シーズンシーズンシーズンシーズン 8-16（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（15 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／大波乱
のズワイガニシーズンは最後どうなってしまうのか？過酷なズワイガニシーズン、フィナーレの２時間スペシャル。
ベテランの乗組員がミスで大ケガを負ってしまう。最後の最後で喜ぶ者も、悔しがる者も…。全員が無事に帰宅
す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    シーズンシーズンシーズンシーズン 8 総集編総集編総集編総集編（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（22 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 総集編。
漁獲割当量の半減、巨大ハリケーン、流氷…そして、仲間との別れ。さまざまな問題に苦しめられた今季を振り
返る。 
 
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 8：：：：撮影秘話撮影秘話撮影秘話撮影秘話（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（29 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／シーズン
８の番組の裏側をご紹介。危険なベーリング海ではカニ漁だけでなく撮影も命がけ。シーズン８でもカメラマンたち
は命の危険に何度も直面していた。巨大ハリケーンに、過去数十年間で最大という流氷…。カメラマンが乗組員
を救助する場面も。彼らはいつも自問していた。“どうして命をかけてまで撮影を続けるのか？”。苦しかったズワ
イガニシーズンが終わり、クルーたちは無事港に戻る。 

    

    

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 12（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（9 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／バレンタインデーに起きた嫉妬による
恐ろしい事件。チャッドとシェリーの出会いは１５歳の時であっ
た。数年間交際し、２人は若くして結婚。周りにはまるで小説
のようなロマンスだと思われていた。２００９年、夫婦は２人の
子供たちと結婚９周年を迎えるが、夫婦関係は悪化していた。
チャッドの飲酒問題や嫉妬心に耐え切れなくなったシェリーは、
愛人を作ってしまう。そして２０１０年のバレンタインデー、２人
の子供たちは恐ろしい光景を目にすることに…。 
 
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 13（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（16 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／同僚と不倫をしていた教師
の夫…妻が突然何者かに殺される。教師のキヨンと婚約者のエイビスは完璧なカップルに見えた。２人は新しい
家に引っ越し、エイビスの妊娠も判明し、幸せの絶頂にいた。しかしキヨンが新任の魅力的な女教師カーラと出会
ったことから、すべてが変わっていく。カーラに誘惑されたキヨンは、彼女との刺激的な情事にのめり込むように
…。そしてカーラとの不倫が始まって数ヶ月後、エイビスが遺体となって発見される。当初は強盗目的の犯行と見
られていたが、夫の不貞が暴かれ、捜査は衝撃的な展開を迎える。 
 
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 14（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（23 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／被害者の妻と子供が葬儀
に現れなかった理由とは？オクラホマシティに住むブレンダとロブは一般的な夫婦だった。２人の子供に恵まれ、
立派な仕事を持ち、教会での活動もしていた。しかしブレンダは次第にそんな結婚生活を退屈に感じるようになる。
別の男たちとの不倫を繰り返すようになったブレンダは、教会で一緒に活動をしていたジェームズと親しくなって
いく。そしてその年の１１月、夫のロブが白昼堂々殺されてしまう。捜査は難航するが、ロブの葬儀にブレンダと子
供たちが現れなかったことで、急展開を迎える。 
 
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 15（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（30 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／結婚後、信仰心があつい
妻の裏の顔が明らかとなる。高校で野球のコーチをしているラスは、信心深いバーバラと結婚し、すべてが順調
だと思っていた。しかしバーバラの数々のウソや他の男との情事が明らかとなり、幸せな生活が幻だったことを知
る。それでもラスは彼女との関係を立て直そうと努める。しかしそれが大きな間違いだった。ある朝、彼は頭を撃
たれて死んでしまう。バーバラは警察に事故だと訴えるが、それはまたしても彼女のウソに過ぎないのか？ 

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    
放送日時： 9 日（金）～ 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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都市都市都市都市のののの魅力魅力魅力魅力をををを発見発見発見発見するするするする    大急大急大急大急ぎのぎのぎのぎの旅旅旅旅！！！！    

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２４～４８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：：：：サンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコ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））））（（（（6 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／今回はサンフランシス
コの街を旅する。サンフランシスコにはベジタリアンが多く、野菜をバリバリ食べているというイメージがある。しか
し、アンソニーがシェフ仲間のダニーやクリスの協力を得て街を回ると、そんなイメージは一気に吹き飛ぶ。実は
サンフランシスコは酒飲みには最高の街だった。しかも２０ドル以下でジューシーな肉料理も食べられるのだ。 
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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、209 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！、IPTV 放送などで視聴いただけます。 
 
 
 
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 

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    
放送日時： 6 日（火） 20：00～21：00 ほか 

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組 


