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6月番組ハイライト

※各番組の詳細な放送日時は、編成表にてご確認ください。

【日本初！】ロイヤル・ウェディングの知られざる世界

2018年5月19日（現地時間）、ロンドン近郊にあるウィンザー城の聖ジョージ礼拝堂で英国のヘンリー王子と
米女優メーガン・マークルの結婚式が執り行われる。おとぎ話から飛び出てきたようなロイヤル・ウェディン
グを英国王室は一体どのように準備し、完成させるのか？その疑問を解き明かすため、当日の実際の映像を紹
介すると共に、エリザベス女王の即位60周年を記念した祝典ダイヤモンド・ジュビリーや、女王90歳の誕生日
の祝賀会を指揮した人物を取材。ロイヤル・ウェディングという、王室の祭典をプランニングするにあたって
の裏事情や、成功に導く秘訣を紹介する。（内容が一部変更となる場合があります。ご了承ください）

世界中が注目するあのロイヤルカップルの結婚式！

世界が注目するウェディングのつくり方。

【特集】ナショジオ サンデー ストーリー:UFOの噂と真相

人を惹きつけてやまない、数々のUFO事件とその謎。

1947年、アメリカで初めてUFOが目撃された6月24日は国際的に「UFOの日」として知られている。ワシント
ン州カスケード山脈付近で目撃された、驚異的なスピードで飛行している見慣れない9機の飛行物体は、当初
その形状から「空飛ぶ円盤」と呼ばれ全米で報道されたそれらは、その後、調査に乗り出したアメリカ空軍に
「UFO(未確認飛行物体)」と名づけられたが、正体はつかめなかった。この事件の約2週間後の1947年7月8日
に、あのUFOが墜落したという「ロズウェル事件」が発生。いまだにUFO目撃事件は後を絶たない。ナショナ
ルジオグラフィックでは、様々な角度でUFOと宇宙人を検証する番組を特集してお届けする。

6月24日 日曜日 17:00～22:00

【日本初！】ヘンリー王子 輝かしき人生の光と影

チャールズ皇太子とダイアナ元妃の間に次男として誕生したヘンリー王子。彼の歩んできた人生を語る上で重
要な、英国社会や文化の移り変わりと、英国王室の転機となった出来事を紹介。出来事ひとつひとつが、ヘン
リー王子の人生に大きな影響を及ぼし、彼は少しずつ成長していった。幼い頃に経験した、両親の不仲。悲し
みに暮れた思春期。そして軍人になり、除隊した後は慈善活動に取り組み人道主義者になった。そして彼は、
夫となり、新たなスタートを切る。新しい視点から、ヘンリー王子の人生の物語を読み解いていく。

喜びと悲しみの幾年月を経て、今年彼は夫になる。
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6月9日（土）22:00～23:00

6月9日（土）23:00～24:00



6月番組ハイライト

※各番組の詳細な放送日時は、編成表にてご確認ください。

人間の動物愛、動物の兄弟愛をお届け！

【ナショジオ初！】世界大自然紀行：ボツワナのライオン兄弟

タウとバンダはカカナカに生きるライオンの兄弟だ。大人になった彼らは、他の若いオスのように群れか
ら追い出されてしまう。ろくに狩りの仕方も分からないまま大自然に放り込まれた彼らは、毎日飢えに脅
かされ、他の群れのオスとの戦いで厳しい現実を知ることになる。しかし、そうした試練の中で兄弟は絆
を強めていく。果たして彼らは逆境に耐え、自分たちの王国を築くことができるのだろうか。群れを賭け
た戦いが今始まる。

強い絆で戦いに挑む兄弟ライオンは必見！

【日本初！】メーデー！１６：航空機事故の真実と真相

近年起きたあの航空機事故の真相とは･･･

悲劇的な事故が起こるたびに世界の注目が集まる航空機事故。いったい何が起きたのか？そしてなぜ起きたの
か？「メーデー！：航空機事故の真実と真相」では、二度と同じ過ちを犯さないために、実際に起きた悲劇的
な航空機事故の真相を解明してきた。その第1６シーズンとなる今作も、目撃者の証言に基づく忠実な再現ド
ラマ、最先端のCG、そして事故原因を突き止めた事故調査官のインタビューを交え歴史の真実に迫っていく。
2014年に起きたマレーシア航空機事故など計10話をお届けする。

【ナショジオ初！】Dr.K エキゾチック動物専門医 3

誰もがファンになってしまうDr.Kが帰って来た！

犬と猫以外のいわゆる"エキゾチック動物"の治療を専門とする「ブロワード エキゾチック動物病院」。獣医
師・ドクターＫはその確かな腕前と豊富な知識で、多種多様な動物たちのあらゆるケガや病気に対処する。今
シーズンも鳥、爬虫類、ウサギ、サル、そしてカンガルーなど珍しい動物たちが目白押しだ。お馴染みのティ
アレン先生はじめ、個性豊かなスタッフたちも大活躍。動物たちとスタッフの心温まるエピソードをお見逃し
なく。

6月1日(金)スタート
毎週金曜日
18:00～19:00

6月20日（水）22:00～23:00

6月15日（金） 毎週金曜日 22:00～23:00
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●編成表:6月第2週

June 2018
(ET) 月曜日 2018/06/04 火曜日 2018/06/05 水曜日 2018/06/06 木曜日 2018/06/07 金曜日 2018/06/08 土曜日 2018/06/09 日曜日 2018/06/10

26:00 セックスの秘密「広告とセックス

（HD）」(二)[初]

27:00 セックスの秘密「時代とセックス

（HD）」(二)[初]

19:00 大戦を左右した伝説の奇襲作

戦「ノルマンディー上陸作戦: レンジャー

部隊（HD）」(二)

20:00 ローバーが魅せる火星の秘密

（HD）(二)[初]

22:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」

(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」

(二)[初]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「#10（HD）」(二)

25:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「ジャーマンウイングス9525

便（HD）」(二)[初]

13:30 新　衝撃の瞬間「プエルトリコの

ガス爆発(HD)」(字)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「#7（HD）」(二)[初]

15:00 世界の巨大工場７「ポルシェ

911（HD)」(二)[初]

16:00 潜入！日産GTR　誕生の裏側

(HD)(二)[初]

17:00 カラーで見るノルマンディー上陸

作戦「苦悩と決断（HD）」(字)[初]

18:00 カラーで見るノルマンディー上陸

作戦「パリ解放（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7「#5

（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー「確執を生む犬（HD）」(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター「ドクター・

ポールの１日(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

22:00 【新】ロイヤル・ウェディングの知ら

れざる世界（HD）(字)[初]

23:00 【新】ヘンリー王子 輝かしき人生

の光と影（HD）(字)[初]

24:00 ダイアナ妃の告白（HD）(字)[初]

26:00 ケネディ大統領を殺した男（HD）

(字)[初]

04:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」

(字)[初]

05:00 世界大自然紀行: ボルネオ「水

辺の牽制（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「スマトラの猿人（ＨＤ）」

(字)[初]07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「悩めるエスコートRS（HD）」

(二)[初]

08:00 世界の巨大工場７「テスラ・モデ

ルS（HD)」(二)[初]

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲作

戦「ノルマンディー上陸作戦: レンジャー

部隊（HD）」(二)

17:00 密着! エル・ドラド空港警察「コ

カイン密輸の手口（HD）」(二)[初]

18:00 戦場の記録「#1 アフガニスタン

混乱といら立ち（HD）」(二)

19:00 【中国を知る】

 中国 巨大国家の真実「巨大国家の

急成長を追う（HD）」(字)[初]

20:00 世界の巨大工場２「ランボル

ギーニ（HD）」(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造 2「アウディ・

R8 （HD）」(二)[初]

11:00 UFO地球襲来の真実「集団目

撃（HD）」(二)[初]

12:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」

(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「特殊

任務で大活躍！HK MP５（HD）」(字)

14:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「大

西洋の壁（HD）」(二)[初]

15:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作

戦「ノルマンディー上陸作戦: レンジャー

部隊（HD）」(二)[初]

04:00 戦場の記録「#2 メディバックの

決意（HD）」(二)

05:00 アジア 恐怖伝説「香港編

（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「聖痕（HD）」(字)[初]

07:00 スーパーカー大改造 2「ジャ

ガー・ドラッグスター（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「スターリング･モス現る（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争「動物たちの恋の駆け引き（HD）」

(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「日本の名車、ダットサン240Z

（HD）」(二)[初]

22:00 解体！F-4ファントム戦闘機

(HD)(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「#10（HD）」(二)

24:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#7 持ち込まれた小型爆弾

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#5 大韓航空007便 (HD)」

(二)[初]

26:00 密着！ドバイ国際空港「ゲート

表示切り替え大作戦（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の

謎(HD)(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 廃墟お宝ハンター「#6 製綿工

場(HD)」(二)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 3

「赤ちゃん注意報！ ミニブタを救え

(HD)」(字)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「憧れのコルベット・スティングレイ

（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場４「ドゥカティ

(HD)」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「ヒトラーのジークフリート線（HD）」

(二)[初]

11:30 潜入！ロシアの凶悪受刑者たち

(HD)(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「自家用ジェットの悲劇

（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「ノースウエスト・エアリンク

5719便（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「日本航空123

便墜落事故（HD)」(二)[初]

26:00 密着！ドバイ国際空港「一難

去ってまた一難（HD）」(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦

「ハーダー：日本軍の支配海域へ

（HD）」(二)[初]

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ

ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

05:00 キリストの墓 ついに解かれた封

印（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「夢遊病（HD）」(字)[初]

07:00 因縁の対決：ライオン vs バッファ

ロー（HD）(二)

08:00 【中国を知る】

 中国 巨大国家の真実「受け継がれる

伝統（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 コスモス:時空と宇宙「電気に魅

せられた少年（HD）」(二)[初]

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「モンゴ

ル：鷹匠と石焼料理（HD）」(二)[初]

21:00 世界の巨大工場４「フォードF-

150(HD)」(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車５「錆び付いたフィアット・ディーノ

（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「アウディ・

A8（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#6 暴風雨の中へ（HD）」

(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#4 USエアー1493便 (HD)」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量

遭難事故（HD)」(二)[初]

16:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）

(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 廃墟お宝ハンター「#5 秘蔵コ

テージ(HD)」(二)[初]

18:00 因縁の対決：ライオン vs バッファ

ロー（HD）(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィア

（HD）」(二)[初]

09:30 コスモス:時空と宇宙「地球という

世界（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」

(二)[初]

11:30 潜入！アメリカ連邦捜査局

（HD）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「ブリティッシュミッドランド航

空９２便（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「ユナイテッドエクスプレス

5925便（HD）」(二)[初]

26:00 密着！ドバイ国際空港「遅れを

回避せよ（HD）」(二)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「ナイ

トホーク（HD）」(字)[初]

27:30 歴史に残る武器・軍用品「幻の

護身用ピストル（HD）」(字)[初]

04:00 武器コレクター「#8 南北戦争の

拳銃(HD)」(二)[初]

05:00 ヒトラーの野望～絶滅動物の復

活計画～（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「チュパカブラ（ＨＤ）」

(字)[初]

07:00 肉食動物の惑星「ライオン（Ｈ

Ｄ）」(二)

08:00 びっくり！ギガ建造物「石油プ

ラットフォーム建設秘話（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

20:00 空の英雄たち「ナチス狩り

（HD）」(二)[初]

21:00 囚われし者たち～戦火の絆「地

獄の記憶（HD）」(字)[初]

22:00 世界大自然紀行: ボルネオ「水

辺の牽制（HD）」(字)[初]

23:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争「狩りの達人（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#5 ウェイト・オーバー（HD）」

(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#3 エールフランス296便

(HD)」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･ダ

ウン（HD)」(二)[初]

16:00 ナチス潜水艦U-745の謎

(HD)(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 廃墟お宝ハンター「#4 巨大製

紙工場(HD)」(二)[初]

18:00 肉食動物の惑星「ライオン（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマーク

1（HD）」(二)[初]

09:30 コスモス:時空と宇宙「太陽の姉

妹（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初]

11:30 潜入！NYマフィア捜査（HD）

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１０：航空機事故の

真実と真相「リーブ・アリューシャン航空8

便（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「英国欧州航空548便

（HD）」(二)[初]

26:00 密着！ドバイ国際空港「第一

関門：運用テスト（HD）」(二)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「貴族

の銃（HD）」(字)

27:30 歴史に残る武器・軍用品「特殊

任務で大活躍！HK MP５（HD）」

(字)[初]

04:00 武器コレクター「#7 腕の見せ所

(HD)」(二)[初]

05:00 バイキング大虐殺の謎

(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「動物と人間の違い

（HD）」(二)[初]

07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間５「不死身の魚（HD）」(二)

08:00 びっくり！ギガ建造物「貨物機ア

ントノフ124（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

20:00 検証：UFO事件の新事実「ケネ

ディ宇宙センターとUFO（HD）」(二)[初]

21:00 宇宙の奇石「#3 防護（HD）」

(字)[初]

22:00 戦場の記録「#2 メディバックの

決意（HD）」(二)[初]

23:00 空母ロナルド・レーガンの最新構

造(HD)(二)[初]

24:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#2 ノースウエスト航空255便

(HD)」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれたコッ

クピット（HD)」(二)[初]

16:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の

記憶（HD）(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 廃墟お宝ハンター「#3 18世紀

の製粉所(HD)」(二)[初]

18:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間５「不死身の魚（HD）」

(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「アルファロメオに賭けた夢（HD）」

(二)[初]

09:30 コスモス:時空と宇宙「クリーン

ルーム（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「ヒトラーの巨大戦艦（HD）」(二)[初]

11:30 潜入！ボストン 爆弾テロ事件

捜査（HD）(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツアーズ

28便 (HD)」(二)

14:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#1 ハドソン川の奇跡(HD)」

(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツアーズ

28便 (HD)」(二)[初]

26:00 密着！ドバイ国際空港「世界ナ

ンバーワン空港を目指せ！（HD）」

(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツ　最後の一年

「1944年6月から1944年12月まで

（HD）」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツ　最後の一年

「1944年12月から1945年5月まで

（HD）」(二)

05:00 潜入！クリスタルの洞窟

(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「詐欺（HD）」

(二)[初]

07:00 ライオン：闘いの一生（HD）(字)

08:00 びっくり！ギガ建造物「世界最

大の望遠鏡（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「夫婦の絆 日産スカイライン

（HD）」(二)[初]

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「歌声を失ったシンガー･ルマン

（HD）」(二)[初]

21:00 生き抜け！原始生活２「襲いか

かる海（HD）」(二)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7「#5

（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる「#4 生き抜くため

の試練（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」

(二)[初]

14:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#1 大地への激突（ＨＤ）」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカル

ト教団（HD)」(二)[初]

16:00 21世紀の最新鋭艦 特別版

(HD)(日)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 廃墟お宝ハンター「#2 絹糸工

場(HD)」(二)[初]

18:00 ライオン：闘いの一生（HD）

(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 コスモス:時空と宇宙「より深い世

界へ（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「総統大本営（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場５「LEGOブロッ

ク(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#1 奇跡の大脱出（HD）」

(二)[初]

04:00 潜入！暗黒産業「不法入国斡

旋（HD）」(二)[初]

05:00 死と意識の謎(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「目に見えるもの

（HD）」(二)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 3

「かわいすぎ注意報！ カンガルーの赤

ちゃん(HD)」(字)

08:00 びっくり！ギガ建造物「全長57

キロメートルのトンネル（HD）」(二)[初]
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秘秘秘秘

ナショジオ フロントライン

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【宇宙アワー】

ナショジオ サンデー ストーリー

ノルマンディー上陸作戦



5月番組ハイライト

※各番組の詳細な放送日時は、編成表にてご確認ください。

人と地球、宇宙の全ての発露は“奇跡”。

【日本初！】真相解禁アポロ計画の裏側

アメリカ史上最も大胆かつ野心的なプロジェクト"アポロ計画"。その伝説は世界中で語り継がれ、ニー
ル・アームストロングの月面への第一歩は、世代を超えて今も人々の記憶に焼きついている。そのため、
誰もが月面着陸の一部始終を知った気でいるかもしれない。しかし実は長年見過ごされ、忘れられてきた
決定的瞬間が、他にも数多く存在するのだ。そんな当時の秘話が、ＮＡＳＡの宇宙飛行士やエンジニアた
ちの口から直接語られる。

あの偉大な「一歩」の裏側にある秘話とは。

【日本初！】ロズウェルに堕ちた宇宙人

ロズウェル事件にまつわる多くの諸説に再び光を当てる

1947年７月８日、アメリカ陸軍が「空飛ぶ円盤」を回収したと発表。しかしその後、この発表は撤回される。
何十年経った今でも、この件に関する議論は白熱している。陸軍は本当に宇宙人の遺体、そして宇宙船を回収
したのか？もしこれが事実であれば、政府はこの惑星に他の生命体が存在することを隠し続けていることにな
る。それとも、単なる伝説でしかないのか？様々な証言を基にロズウェル事件の真相に迫る。

【日本初！】宇宙の奇石

私たちは、奇跡の上に生きている。

私達が住む地球とは、いったいどんな惑星なのか？溶岩が噴出し続ける場所があれば、氷点下で暮らす人もい
る。標高8,0 0 0 メートルの山があれば、水深8,0 0 0 メートルの海もある。とても美しく、そして少し奇妙
なこの地球は、数え切れないほどの奇跡でできているのだ。映像表現に定評のあるダーレン・アロノフスキー
と番組ホストのウィル・スミスが贈る、 地球の神秘に迫るドキュメンタリー。

►【二ヶ国語】5月20日（日）スタート 毎週日曜日 22:00～23:00
►【字幕】5月22日（火）スタート 毎週火曜日 21:00～22:00

5月13日（日）22:00～23:00

5月6日（日）22:00～23:00
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5月番組ハイライト

※各番組の詳細な放送日時は、編成表にてご確認ください。

野生動物たちのコンテンツが目白押し！！

【ナショジオ初！】世界大自然紀行: ボルネオ

ボルネオ島は３つのプレートと２つの海洋が交わる場所に位置する。島を覆う熱帯雨林によって、世界屈
指の生物の多様性を誇っている。特に密林を縫うように流れるキナバタンガン川流域は多様性、固有性に
満ちた動植物を育んでいる。神格化されるクロコダイル、食虫植物のウツボカズラ、サルを狙うウンピョ
ウ。トビヘビが空を飛び、密林には森の住人、オランウータンが暮らす。キナバタンガン川流域には今も
自然の神秘が満ちている。

熱帯雨林の森や川に棲む、美しくも奇妙な生物たち

【ナショジオ初！】サバイバルゲーム：熾烈な生存競争

世界各地の野生動物たちの生存競争とは、進化とは？

厳しい自然の中で生き残るため、動物たちは様々な習性や本能を身につけてきた。安全な子育てや食料の確保
のために縄張りを持ち、群れを作り、独特な方法でコミュニケーションを図る。また、より優れた子孫を残す
ために最適なパートナーを選ぶ能力や、自然界で勝ち残るための闘争本能も備えている。熾烈な生存競争を制
するために、生き物はそれぞれどのような能力を養い、進化してきたのか？その実態に迫る。

【日本初！】一攫千金！巨大マグロ漁 7

マグロという名の金塊に挑む男たちの熱き闘い！

クロマグロ漁という漁業に取り組んでいる一攫千金を狙う男たちの戦いのシーズン７が登場。乱獲や不正な技
術のせいで供給量は減少しているが、彼らの地域では竿とリールを使って代々生計を立ててきた。過酷な漁で
互いに競い合う！5月1日～5月6日15:00～17:00は直前SPで前シリーズのシーズン6の一挙放送も実施！

►【二ヶ国語】5月20日（日）スタート 毎週日曜日 22:00～23:00
►【字幕】5月22日（火）スタート 毎週火曜日 21:00～22:00

5月23日（水）スタート
毎週水曜日 22:00～23:00

5月9日（水）スタート
毎週水曜日 23:00～24:00

May 2018



●編成表:5月第4週

May 2018
(ET) 月曜日 2018/05/21 火曜日 2018/05/22 水曜日 2018/05/23 木曜日 2018/05/24 金曜日 2018/05/25 土曜日 2018/05/26 日曜日 2018/05/27

26:00 セックスの秘密「テクノロジーとセッ

クス（HD）」(二)[初]

27:00 セックスの秘密「政治とセックス

（HD）」(二)[初]

20:00 UFO地球襲来の真実「ヘリを襲

う謎の飛行物体（HD）」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「政府の

隠ぺい（HD）」(二)[初]

22:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」

(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「悩めるエスコートRS（HD）」(二)

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「#8（HD）」(二)

25:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「プロテウス航空706便

（HD）」(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「人生をともに歩んだシトロエンDS

（HD）」(二)

15:00 世界の巨大工場７「パガーニ

（HD)」(二)[初]

16:00 トップ・ギア USA シーズン4「タ

ナーに打ち勝て！オフロードレースに挑

戦（HD）」(字)[初]

17:00 ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の

謎(HD)(二)[初]

18:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「ヒトラーの巨大戦艦（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3

「日本の巨大戦艦、大和と武蔵

（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト

レーナー:アジア編「準決勝 １戦目

（HD）」(字)[初]11:30 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト

レーナー:アジア編「準決勝 ２戦目

（HD）」(字)[初]12:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト

レーナー:アジア編「決勝（HD）」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「パリの列車事

故(HD)」(字)[初]

26:00 サバイバルゲームinアラスカ 3「崖

を下れ、川を下れ（HD）」(二)[初]

27:00 サバイバルゲームinアラスカ 3「運

命の分かれ道（HD）」(二)[初]

04:00 サバイバルゲームinアラスカ 3「最

終決戦（HD）」(二)[初]

05:00 世界大自然紀行: ボルネオ「熱

帯雨林の島（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「記憶（HD）」

(二)[初]

07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「息子に贈るモーリス・トラベラー

（HD）」(二)

08:00 世界の巨大工場７「レクサス

LFA（HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7「#3

（HD）」(字)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車５「名もなき英雄 オースチン10・ユー

ティリティトラック（HD）」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「#9（HD）」(二)

22:00 土星探査機カッシーニ：最後の

ミッション（HD）(字)[初]

23:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜を

再現せよ(HD)」(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#9 方向感覚の喪失」

(二)[初]

25:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#10 ゴースト」(二)[初]

15:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「イラク

戦車 vs 最速ヘリ（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ

イヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]

17:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国境

なき戦い（HD）」(字)

18:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ

戦うのか？（HD）」(字)

19:00 【中国を知る】

中国の伝統と技術「音楽（HD）」

(字)[初]19:30 中国の伝統と技術「ヌードル

（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「永遠の命

（HD）」(二)[初]

12:00 コスモス:時空と宇宙「解き放た

れた世界（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「ギャ

ングが愛したウィンチェスター（HD）」

(字)[初]14:00 ベトナム戦争 英雄たちの絆

（HD）(二)

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間 総集編[#5 残虐バトル

(HD)](二)[初]

27:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ

ル・ウェアが見た世界「ロシアのバイカー･

ギャング（HD）」(字)[初]

04:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ

ル・ウェアが見た世界「キューバ革命の

光と影（HD）」(字)[初]

05:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国境

なき戦い（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「超常現象（HD）」

(二)[初]

07:00 スーパーカー大改造 2「アウディ・

R8 （HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争「縄張り争いの掟（HD）」(二)

20:00 世界の巨大工場４「バカルディ

(HD)」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「ロジャー･ムーアも愛したボルボ

P1800（HD）」(二)[初]

22:00 世界の飛行機大図鑑（HD）

(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「#8（HD）」(二)

24:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「トランスアジア航空235便

（HD）」(二)

25:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「フェデラルエクスプレス８０

便（HD）」(二)

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「受け継がれる知恵（HD）」

(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「上陸作戦（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ「勝

利の方程式（HD）」(二)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医

2.5「ベジタリアン大トカゲ！ トゲオアガマ

を救え（HD）」(字)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「悩めるエスコートRS（HD）」

(二)[初]

09:30 スーパーカー大改造「アウディ・

A8（HD）」(二)

10:30 第二次世界大戦の潜水艦

「ハーダー：日本軍の支配海域へ

（HD）」(二)

11:30 ナチスに残る都市伝説の真相

「番外編:ワニに襲われた日本軍

（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「エア・モーレア1121便

（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「マンクス２　霧の７１００便

（HD）」(二)

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間 総集編[#4 ファイトクラブ

(HD)](二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：群狼作戦（HD）」(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：ドラムビート作戦（HD）」(二)

05:00 徹底スキャン:世界の歴史建造

物「エルサレム：ヘロデ王神殿の丘

（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「お金（HD）」(二)[初]

07:00 大型ネコ科動物の本当の敵

(HD)(二)

08:00 【中国を知る】

中国の伝統と技術「水路（HD）」(字)

08:30 中国の伝統と技術「おもちゃ

（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「モザン

ビーク：巨大イソマグロ（HD）」(二)

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソード

9（HD）」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「#9（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「シボレー・

カマロ（HD）」(二)

24:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「USエアー1016便（HD）」

(二)

25:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」

(二)[初]

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「大荒れの海（HD）」(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「真珠湾攻撃（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ「自

然災害を生き延びるには（HD）」

(二)[初]

18:00 大型ネコ科動物の本当の敵

(HD)(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「デンマークのボルボ・アマゾン

（HD）」(二)

09:30 スーパーカー大改造「日産・GT-

R（HD）」(二)

10:30 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：大西洋の死闘（HD）」(二)

11:30 ナチスに残る都市伝説の真相

「美しき絵画の数奇な運命（HD）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「アメリカン航空587便

（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「ブリティッシュミッドランド航

空９２便（HD）」(二)

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間 総集編[#3 奇妙で獰猛な

動物たち(HD)](二)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「銃に

隠された意外な真相（HD）」(字)[初]

27:30 歴史に残る武器・軍用品「18

世紀の上下二連ピストル（HD）」

(字)[初]

04:00 武器コレクター「#4 銃撃特訓

(HD)」(二)[初]

05:00 真相解明！恐怖の人食い動物

「人間を襲うオオカミ（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「モラル（HD）」

(二)[初]

07:00 未来のビッグ・キャット（HD）(二)

08:00 世界を動かすマネーの裏側

（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)

20:00 空の英雄たち「赤い尾翼　レッ

ド・テイルズ（HD）」(二)[初]

21:00 囚われし者たち～戦火の絆

「たった一人の帰還兵（HD）」(字)[初]

22:00 【新】世界大自然紀行: ボルネ

オ「熱帯雨林の島（HD）」(字)[初]

23:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争「動物たちの恋の駆け引き（HD）」

(二)[初]

24:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空152便（HD）」(二)

25:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２５

４便 （HD）」(二)

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「森に潜む影（HD）」(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「大量虐殺（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ「楽

しい休日の過ごし方（HD）」(二)[初]

18:00 未来のビッグ・キャット（HD）

(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「息子に贈るモーリス・トラベラー

（HD）」(二)

09:30 スーパーカー大改造「シボレー・

カマロ（HD）」(二)

10:30 第二次世界大戦の潜水艦「ワ

フー：日本軍の補給路を断て（HD）」

(二)

11:30 ナチスに残る都市伝説の真相

「超人的軍隊と危険薬物（HD）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「クロスエア498便（HD）」

(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「フェデラルエクスプレス８０

便（HD）」(二)[初]

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間 総集編[#2 縄張り侵入

(HD)](二)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「海に

沈んだお宝（HD）」(字)[初]

27:30 歴史に残る武器・軍用品「海賊

の４銃身ピストル（HD）」(字)[初]

04:00 武器コレクター「#3 父の裏切り

(HD)」(二)[初]

05:00 真相解明！恐怖の人食い動物

「連続殺人鬼：トラ（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「左脳VS右脳

（HD）」(二)[初]

07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間５「ゾウが大暴走（HD）」(二)

08:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧のか

なたに「#3 五里霧中（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

20:00 検証：UFO事件の新事実「家

畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初]

21:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」

(字)[初]

22:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#4 正

義とは（HD）」(字)

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総

集編「ヒトラーの報復兵器（HD）」

(字)[初]

24:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「トランスワールド航空800

便（HD）」(二)

25:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「ラウダ航空００４便

（HD）」(二)[初]

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「命を頂く（HD）」(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「ドイツの電撃戦（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ「快

適な旅を楽しむには（HD）」(二)[初]

18:00  【新】驚愕！戦慄！野生動物

の決定的瞬間５「ゾウが大暴走

（HD）」(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「運に見放されたダイムラー・ダート

（HD）」(二)

09:30 スーパーカー大改造「ジープ・ラン

グラー（HD）」(二)

10:30 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：ドラムビート作戦（HD）」(二)

11:30 ナチスに残る都市伝説の真相

「ヒムラーのオカルト古城（HD）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「英国欧州航空548便

（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２５

４便 （HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「ブリティッシュミッドランド航

空９２便（HD）」(二)[初]

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間 総集編[#1 獲物の反撃

(HD)](二)[初]

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次世

代の為に（HD）」(二)

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交差

する想い（HD）」(二)

05:00 真相解明！恐怖の人食い動物

「殺人キラー：ヒョウ（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「常識（HD）」

(二)[初]

07:00 イエネコ：野生の光（HD）(二)

08:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧のか

なたに「#2 闇に潜む悲劇（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「母の形見のランドローバー（HD）」

(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「サンタが贈るレンジローバー

（HD）」(二)[初]

21:00 アラスカの最強メカニック「届けら

れたエンジン（HD）」(二)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7「#3

（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる「#2 襲い掛かる災

難（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「中国国際航空129便

（HD）」(二)

14:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「エールフランス４５９０便 コ

ンコルド炎上（HD）」(二)[初]

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「迫り来る暗い冬（HD）」(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「ヒトラーのヨーロッパ侵攻

（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ「レ

ストランでVIP待遇（HD）」(二)[初]

18:00 イエネコ：野生の光（HD）

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スーパーカー大改造「メルセデ

ス・ベンツGクラス ワゴン（HD）」(二)

10:30 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：群狼作戦（HD）」(二)

11:30 世界の巨大工場５「MVアグスタ

(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「イタビア航空870便

（HD）」(二)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「禁輸品の隠し場所（HD）」(字)[初]

05:00 真相解明！恐怖の人食い動物

「人間の味を覚えたライオン（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「直観（HD）」

(二)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医

2.5「ふらつき症候群！ ハリネズミを救

え（HD）」(字)

08:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧のか

なたに「#1 ゴリラに捧げた生涯（HD）」

(二)[初]
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性別年齢 職業

視聴者データ

・生活に余裕のある富裕層で、

・仕事での海外経験があり、

・ITへの情報感度も高く、

・自然環境にも関心が高い！

視聴者特性

20％以上が世帯年収1000万円以上あり

18％以上が仕事で海外に行った経験

約7割が地球の自然環境に強い関心あり

2人に1人がタブレット端末を所有

個人全体では約15％が1000万円以上あり。

個人全体では15％が経験あり。

個人全体では43％が関心あり。

個人全体では3人1人が所有

●NGC視聴者とは？：
視聴可能世帯数：6,643,901世帯（2018年2月現在）

Who’s watching?

50.3 49.7

77.5 22.5

男性 女性

5.2

1.4

男12-19才

12.2

8.2

男20-34才

16.1

21.9

男35-49才

16.8

46.0

男50-69才

5.2

*

女12-19才

11.6

2.1

女20-34才

15.5

13.2

女35-49才

17.4

7.1

女50-69才

0 50 100

個人全体

ジオグラ

男性 女性

(％)

ナショナル
ジオグラ
フィック

個人全体

男性が77％を占める！

経営者・自営業・専門職が22％

・大学を卒業している

・世帯年収

・経営者・管理職

・日常会話くらいは英語を話せる

・輸入自動車に関心がある

・外国ブランドが好き

・テレビの海外報道に関心がある

・テレビ視聴時間（日曜平均）

ナショジオ

36.6%

721万円

10.6%

27.1％

19.8％

13.8％

68.0％

231.8分

個人全体

29.7%

662万円

5.0％

18.5%

8.2％

9.4％

51.2%

166.3分

出典：MVP（Multichannel Viewers Profile report）2017ビデオリサーチ


