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※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！】仰天！海の底 まる見え検証

世界各地の海底に眠るミステリー。もし、海の水を抜くことができたら、歴史に埋もれたミステリーが明らか
になるかもしれない。詳細なデータと最新技術を使って、海底の様子を可視化。メキシコ湾、地中海、太平洋、
大西洋、それぞれの海にどんな真実が隠されているのか。3次元CGアニメーションで、誰も見たことのない海
底の世界が現れる。

ナショジオが、海の水ぜんぶ抜く。

【日本初！】ニューオーリンズ物語

その街の魅力は、人間と、歴史が生んだ。

アメリカ合衆国南部のミシシッピ川沿いに位置する街、ニューオーリンズ。フランス文化、アフリカ文化、ア
メリカ文化が融合することで独自の文化と歴史が形成された。ジャズ発祥の地としても世界的に有名で、街に
は音楽があふれている。番組では、ニューオーリンズの音楽、アート、飲酒文化、祭り、そして食に焦点を当
て、個性豊かな住民たちへのインタビューを通じて、この街の魅力を余すところなく紹介する。

10月25日(木) 22:00～23:00

【ナショジオ初！】ソノラ砂漠：独特な自然の命

本作品では、北アメリカのソノラ砂漠が持つ様々な顔を、２部に渡って紹介していく。第１部では、ソノラ砂
漠が、カリフォルニア湾と太平洋に囲まれて湿気に恵まれている上、アシカ、イルカ、シロナガスクジラと
いった海の生き物たちと共存している点に注目する。第２部では、ソノラ砂漠の独特な環境に適応していった、
大型のネコ科動物、野ウサギ、殺人生物、爬虫類、高速で走る鳥などの生き物たちを取り上げる。

砂漠地帯に棲んでいる、海の生きもの、陸の生きもの。

October 2018

10月23日(火)スタート
毎週火曜日 22:00～23:00

10月31日（水）スタート
毎週水曜日 23:00～24:00

10月番組ハイライト 奇跡の海と自然、そして太古に思いを馳せよう。



10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。

【ナショジオ初！】シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：アジア編

問題を抱えた犬のいるコミュニティを助けにシーザー・ミランがアジアにやってきた。すぐに人に噛み付
く犬、他の犬に対し攻撃的な犬、心を閉ざした犬、大騒ぎする犬たち･･･彼らによって生活がひっくり返っ
た人たちからのSOSにシーザーは出動。類稀なドッグトレーニングの専門知識を駆使して犬のリハビリを
行う。犬とコミュニティに平穏を取り戻すことで、シーザーは犬を救う。人気シリーズのアジア編！

シーザー・ミランがアジアで活躍！

【字幕版初！】サベージ・キングダム 2：新たな支配者

第70回エミー賞ナレーション部門ノミネート！期待に応えて初の字幕版で再登場！

満を持して2月に放送され、好評を博した本作。9月18日（火）に発表されるエミー賞のナレーション部門に
ノミネート中！チャールズ・ダンスのナレーションを堪能頂くべく、初の字幕版を放送します！
アフリカの大地は非常な自然界。少しでも弱みを見せれば、生き残ることは出来ない。支配者の座を巡り、激
しい戦いを繰り広げるライオンやヒョウ、ハイエナたち。果たして高齢の王は、地位を死守できるのか？無邪
気なヒョウの子どもの運命は？前シーズン「サベージ・キングダム：残酷の王国」のその後に焦点を当て、凶
暴な野生動物のドラマに密着！

【ナショジオ初！】神秘の大自然 フィリピン

貴重な生態系を維持するフィリピンの生き物たちの姿をお届けします。

10月4日(木)は『世界動物の日』。ナショジオでは動物愛護・動物保護に情熱を注ぐ人々、そして動物達の生
きるさまを紹介する番組を、10月7日(日)に放送。
7000以上の島々からなる国フィリピン。沿岸に広がる広大なサンゴ礁は海洋生物の宝庫。起伏に富んだ大地
にも珍しい生き物が数多く生息。希少な固有生物を含む5万種以上の生き物たちの中には絶滅危惧種もあり、
地域の人々による懸命な保護活動が行われている。そんなフィリピンの貴重な生き物たちを紹介する。
ほか、続けて19時からはタンザニアのセレンゲティ国立公園に光を当てた『生命の源：セレンゲティ』を放
送。

10月7日(日)17:00～19:00 
*2話連続放送

10月28日（日）スタート 毎週日曜日 11:00～12:00

10月3日(水) スタート
毎週水曜日 23:00～24:00
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生き物コンテンツが超充実！あの作品も再登場！



●編成表:10月第2週

October 2018
(ET) 月曜日 2018/10/08 火曜日 2018/10/09 水曜日 2018/10/10 木曜日 2018/10/11 金曜日 2018/10/12 土曜日 2018/10/13 日曜日 2018/10/14

22:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「ナチスの要塞（HD）」(字)

23:00 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]

24:00 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]

25:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#4 着陸ミスと事故原因」

(二)[初]

26:00 潜入！大人顔負けコドモ宣教

者(HD)(字)[初]

27:00 地球最後の日を生きる「氷の惑

星（HD）」(字)[初]

16:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「ロシア航空機 テロの悲劇

（HD）」(二)

17:00 【新】潜入！チャンギ空港が示

す近未来（HD）(字)[初]

18:00 潜入！シンガポール航空（HD）

(字)[初]

19:00 【新】台湾・高雄 改革の裏側

（HD）(字)[初]

20:00 戦士たちの墓場「十字軍の亡

霊(HD)」(二)[初]

21:00 サベージ・キングダム 2：新たな支

配者「#1 敵となりし同胞（HD）」(字)

11:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル

（HD）(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#15 獣

医の心構え(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学5「#8 ジェットコースターの

法則（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 世界の巨大工場７「マスタング

（HD)」(二)[初]

27:00 ザ・潜入！「キリスト生誕の地」

(二)[初]

04:00 ジーニアス：ピカソ「第十話

（HD）」(二)

05:00 ジャーナリズム・アメリカ「女性たち

の革命（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学5「#6 ロッククライミングの

法則（HD）」(二)

07:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ

２「リムジン対タクシー（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「愛され続けたMG・ミジェット

（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ジャーナリズム・アメリカ「テクノロ

ジー依存症（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

21:00 スーパーカー大改造「ベントレー・

ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]

22:00 密着！ドバイ国際空港「欠航

便でトラブル発生（HD）」(二)[初]

23:00 ジーニアス：ピカソ「第十話

（HD）」(二)

24:00 ジャーナリズム・アメリカ「女性たち

の革命（HD）」(字)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(二)[初]

26:00 ザ・潜入！「陸・空　消火大作

戦（ＨＤ）」(二)[初]

15:00 独裁者のルール「冷酷な指導者

サッダーム･フセイン（HD）」(字)[初]

16:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「ナチスの要塞（HD）」(字)

17:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択

（HD）」(二)[初]

18:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国と

呼ばれた場所（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】

中国 秘境への道「#2（HD）」(字)[初]

20:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の舞

台裏（HD）(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 宇宙～時空超越の旅～「#2

宇宙空間の謎(HD)」(二)[初]

12:00 地球を襲う宇宙の嵐「猛烈な砂

じん嵐（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学5「#7 松葉づえの法則

（HD）」(二)[初]

14:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「後

編（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜落

事故」(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 大戦を左右した伝説の奇襲作

戦「特殊山岳部隊ブラックデビル

（HD）」(二)[初]

05:00 真珠湾に眠る英霊たちへ（HD）

(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学5「#5 屋根の雪下ろしの

法則（HD）」(二)

07:00 世界の巨大工場７「レクサス

LFA（HD)」(二)[初]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 エクスプローラー「元ＣＩＡ捜査官

が語る"秘密の武器"（HD）」(字)[初]

20:00 世界の巨大工場６「タタ・ナノ

(HD)」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「タンデム式の超小型車メッサー

シュミットKR200（HD）」(二)[初]

22:00 【新】メーデー！番外編：惨劇の

全貌「#1（HD）」(二)[初]

23:00 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]

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！１３：航空機事故の

真実と真相「アトランティック・サウスイー

スト航空2311便（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘリ

墜落事故（HD)」(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「テーブルを跳び越える

法則（HD）」(二)[初]

18:00 サベージ・キングダム 2：新たな支

配者「#1 敵となりし同胞（HD）」(字)

19:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「アシアナ航空214便

（HD）」(二)[初]

09:30 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#7 ノースウエスト航空85便

(HD)」(二)

10:30 戦場の記録「#3 死と隣り合わせ

の渓谷（HD）」(二)[初]

11:30 密着！国境警備犬「麻薬探知

犬（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 ザ・解体屋：巨大建造物をブッ

壊せ「スーパー・スタジアムを破壊せよ！

（ＨＤ）」(二)[初]

14:00 ザ・解体屋：巨大建造物をブッ

壊せ「機関車を破壊せよ！（ＨＤ）」

(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#10 ナイジェリア航空2120

便(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津

波（HD）」(二)[初]

27:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリバ

ン vs 米海軍SEAL（HD）」(二)[初]

04:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「アル

ゼンチン vs 英国特殊部隊SAS

（HD）」(二)[初]

05:00 解析！超自然現象２「魔のバ

ミューダ・トライアングル（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2

「年中無休（HD）」(二)[初]

07:00 ライオン・レンジャー「王国での死

(HD)」(二)[初]

08:00 【中国を知る】

中国 秘境への道「#1（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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]

20:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」

(二)[初]

21:00 自由の女神（HD）(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「レースに復活!? ミニクーパーS

（HD）」(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「ヘラルドを一から組み直せ！

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#9 パシフィック・サウスウエス

ト航空182便(HD)」(二)[初]

14:00 ザ・解体屋：巨大建造物をブッ

壊せ「ボーイング７４７を破壊せよ！（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント

リー沈没（HD)」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3

「沖縄の巨大地下要塞（HD）」

(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「船を止める法則

（HD）」(二)[初]

18:00 ジーニアス：ピカソ「第四話

（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#6 ミュンヘンの悲劇(HD)」

(二)[初]

10:30 ヒトラーの極秘収容所　米兵捕

虜の記録（HD）(字)

11:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警

察「#6 スーツケース改造の新手口

（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 ザ・解体屋：巨大建造物をブッ

壊せ「巨大ブリッジを破壊せよ！（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「エア・フロリダ90便（HD）」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー

マーケット崩壊」(二)[初]

27:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）

(二)[初]

04:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ドナ

ルド・トランプ（HD）」(字)[初]

05:00 解析！超自然現象２「ミステ

リーサークル（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2「1週間で30頭の

ワニを捕まえろ！Part3（HD）」(二)[初]

07:00 ライオン・レンジャー「若いライオン

たちの攻撃(HD)」(二)[初]

08:00 ゴミを宝に！都会お宝ハンター

「金脈か無駄足か（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「年齢（HD）」

(二)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「タイ国際航空311便

（HD）」(二)[初]

20:00 【新】窮地のヒトラー：進撃の連

合軍「ナチスの要塞（HD）」(字)[初]

21:00 【新】ヒトラーの極秘収容所　米

兵捕虜の記録（HD）(字)[初]

22:00 因縁の対決：カバ vs ワニ（HD）

(字)[初]

23:00 サベージ・キングダム 2：新たな支

配者「#2 戦いの序章（HD）」(字)[初]

24:00 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]

13:00 地下6400キロの旅(HD)(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続テ

ロ事件（HD)」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3

「鷲の巣（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「段ボールで滑る法則

（HD）」(二)[初]

18:00 神秘の大自然 フィリピン「美しき

島々（HD）」(二)

08:30 脳トリック2「直観（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#5 コンチネンタル・エクスプレ

ス2574便(HD)」(二)[初]

10:30 Ｄ-Ｄａｙ：史上最大の作戦　Ⅱ

(字)[初]

11:30 ロシアで最も苛酷な仕事「勇気

ある挑戦（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の

真実と真相「ユナイテッド航空173便

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「ナショナル・エアラインズ

102便（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故

（HD）」(二)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆「地

獄からの生還（HD）」(字)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆「地

獄の記憶（HD）」(字)[初]

05:00 解析！超自然現象２「湖に住

む怪物（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2「1週間で30頭の

ワニを捕まえろ！Part2（HD）」(二)[初]

07:00 ライオン・レンジャー「群れのトラブ

ル(HD)」(二)[初]

08:00 ゴミを宝に！都会お宝ハンター

「銀の刀と金のブタ（HD）」(二)[初]

18:00 世界大自然紀行：ハワイ「波の

下の世界（HD）」(二)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「ラパ航空3142便（HD）」

(二)[初]

20:00 壮絶！命知らずの冒険家シェー

ン「大いなるアラスカ(HD)」(二)[初]

21:00 謎の古代文明　猿神王国を求

めて（HD）(字)[初]

22:00 ジャーナリズム・アメリカ「女性たち

の革命（HD）」(字)[初]

23:00 ナショジオ版・決定的瞬間！

「最も過激な瞬間」(二)[初]

13:00 セックスの秘密「教育とセックス

（HD）」(二)[初]

14:00 ジャーナリズム・アメリカ「テクノロ

ジー依存症（HD）」(字)

15:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線

事故（HD)」(二)[初]

16:00 終戦への階段「ナチス・ドイツの

終焉（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「自撮りの法則（HD）」

(二)[初]

08:30 脳トリック2「男女（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#4 アロー航空1285便

(HD)」(二)[初]

10:30 Ｄ-Ｄａｙ：史上最大の作戦　Ⅰ

(字)[初]

11:30 南太平洋の島探検「ビキニ環礁

の真実（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の

真実と真相「アメリカン航空191便

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリン

ピック事件（HD）」(二)[初]

27:00 完璧な武器はどれだ！「殺しの

ドレス」(二)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「恐れを知らぬ越境者たち（HD）」

(字)[初]

05:00 解析！超自然現象２「UMA

ビッグフット（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2「1週間で30頭の

ワニを捕まえろ！Part1（HD）」(二)[初]

07:00 植物だって生きている 特別版

(HD)(日)[初]

08:00 ゴミを宝に！都会お宝ハンター

「航空機の部品取り（HD）」(二)[初]

18:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎の

島（HD）」(二)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「ロシア航空機 テロの悲劇

（HD）」(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２

「アーサー王と伝説の剣(HD)」(二)[初]

21:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！～「UFO」(二)[初]

22:00 CIA極秘ファイル：エリア51（HD）

(字)[初]

23:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密

（HD）(二)[初]

13:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「オノを操る男（HD）」(字)[初]

14:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「枯れ木（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「日本航空123

便墜落事故（HD)」(二)[初]

16:00 終戦への階段「ナチス　最後の

あがき（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ダンスフロアの法則

（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「憤慨（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航空

708便(HD)」(二)[初]

10:30 潜入！暗黒産業「闇社会の銃

（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場２「スーパー地

下鉄（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

04:00 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]

05:00 解析！超自然現象２「動物大

量死（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2

「ワニ狩り48時・後編（HD）」(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム 2：新たな支

配者「#1 敵となりし同胞（HD）」(字)

08:00 ゴミを宝に！都会お宝ハンター

「化学室の金（HD）」(二)[初]

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

世界遺産

特集：航空機事故と犯罪

【宇宙アワー】

ナショジオ サンデー ストーリー

アジアが誇るテクノロジー

【字幕版】日本初放送



9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！】バ科学5

笑いと知性を刺激する「バ科学」の第5シーズン！人類は日々、さまざまなことに挑戦し、いろいろな失敗を
重ねている。もちろん普通の人々もだ。そんな人々のおバカな失敗、カメラが捉えたハプニング映像を科学的
に検証する。痛々しくも、つい笑ってしまうハプニングはなぜ起こるのか？失敗の裏に隠された科学の法則を、
番組ホストのダラス・キャンベルが、スロー映像やアニメーションを使って分かりやすく解説する。

バカ真面目なあの番組が帰って来た！！

人生は失敗の連続だ。

【日本初！】元素の掟：ヒンデンブルク号と水素の罠

時に人の運命は、歴史は、元素レベルで突き動かされる。

元素周期表の一番目であり、宇宙に最も多く存在する元素は水素である。私たち人間の体も、その6割が水素
でできている。20世紀の大惨事として知られる飛行船ヒンデンブルク号の爆発事故の検証を中心に、いかに水
素が人類の歴史を左右してきたかを語る。アカデミー賞受賞監督ロバート・ゼメキスが製作を指揮し、巧みな
カメラワークとアニメーション、迫力ある視覚効果を駆使して事故を再現する。

9月28日(金) 22:00～23:00

【日本初！】ジャーナリズム・アメリカ

ニュースキャスターのケイティ･クリックがアメリカ各地へ赴き、昨今議論を呼んでいる問題について、現地取
材を基にレポートする。南部連合の記念碑撤去を巡る反応や、国内のイスラム教徒を取り巻く環境、技術の発
展による人間関係の希薄化、労働者階級の白人の現状などにスポットを当て、各関係者から話を聞く。人種、
宗教、技術、社会的規範といった複雑な問題をひも解くとともに、その裏に隠れた真相に迫る。

現代のアメリカの、アメリカによる、複雑な問題に迫る

September 2018

9月22日(土)スタート
毎週土曜日・日曜日 13:30～14:00

9月18日(火)スタート
毎週曜日 22:00～23:00



9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。

動物の生きる姿に地球を見る、理解する。

【ナショジオ初！】躍動の青い惑星

毎年、何千もの動物が集い、大きな集団を形成する。安全性を求めてやってくるものや、より豊かな牧草
地へ移るため、あるいは新たな縄張りを利用するため、時に危険な道を乗り越えて、動物たちが大集団を
形成する様子は、地球上における一大イベントとしての見応えがある。野生動物の集団形成の裏側を探り、
その生態を解明。動物と共に旅をし、旅路に伴う危険や、大移動の重要性を紹介していく。

動物の大移動、それは地球と言う生命の躍動。

【ナショジオ初！】世界大自然紀行：アマゾン

アマゾン川が世界の中心となる生きものたち。

世界最大の流域面積を誇るアマゾン川は、雨季と乾季で川の水位が著しく異なる。雨季になると、その水位が
10階建てのビルを飲み込むほどの深さにまで到達する場所もある。熱帯雨林は水没し、生活の変化を余儀な
くされる動物たち。水位が上がり、活動の範囲が狭まる動物がいる反面、恩恵を受ける動物もいる。ナマケモ
ノ、オウギワシ、リスザルを中心に、アマゾンの熱帯雨林で生き延びようとする動物たちの姿を追う。

【日本初！】ロシアで最も苛酷な仕事

これほどまでに過酷な仕事に臨む時、そこは試される大地ロシアとなる。

俳優のヴィニー･ジョーンズは、ラフプレーで知られた元サッカー選手。ヴィニーがチャレンジするのは、専
門性が高く過酷な仕事だ。ロシアの厳しい環境下にあるさまざまな地域へ向かい、犯罪者、野生、自然などに
立ち向かいながら遂行しなくてはならない。猛獣と対峙したり、ロシアのセレブを誘拐と恐喝から守ったり、
命綱なしで何百メートルもある建物を計測したりと、危険な任務に挑戦する。

9月30日(日)17:00～20:00
*3話連続一挙放送

9月21日（金） スタート
毎週金曜日 18:00～19:00

9月16日(日) 17:00～18:00

September 2018



●編成表:9月第4週

September 2018
(ET) 月曜日 2018/09/17 火曜日 2018/09/18 水曜日 2018/09/19 木曜日 2018/09/20 金曜日 2018/09/21 土曜日 2018/09/22 日曜日 2018/09/23

4

5

6

7

8

9

10

11

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「愛する祖父のVWキャンピングカー

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#2 謎の白い光（HD）」

(二)[初]

26:00 野生に生きる２「困難を乗り越

えて（HD）」(二)[初]

27:00 地球最後の日を生きる「水が敵

となる（HD）」(字)[初]

18:00 脱獄への鍵（HD）(二)[初]

19:00 アルカトラズに秘められた謎

（HD）(二)[初]

20:00 UFO：欧州未解決事件簿「冷

戦時代の宇宙人（HD）」(字)

21:00 ジーニアス：ピカソ「第八話

（HD）」(二)

22:00 ジーニアス：ピカソ「第九話

（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)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学5「#2 結婚式ダンスの法

則（HD）」(二)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「幻の美しきACアシーカ（HD）」

(二)[初]

15:00 世界の巨大工場５「戦闘機

ユーロファイター(HD)」(二)

16:00 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)

17:00 ノース・ブランチ刑務所：ハイテク

巨大施設の全貌（HD）(字)[初]

08:00 世界の巨大工場６「メルセデス・

ベンツ アクトロス(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 PHOTO ARK：動物の箱舟

「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)[初]

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２「進撃する巨人（HD）」(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#12 に

ぎやかな日々(HD)」(二)[初]

23:00 ジーニアス：ピカソ「第七話

（HD）」(二)

24:00 ジャーナリズム・アメリカ「南軍像

の撤去問題（HD）」(字)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「UPS航空6便（HD）」

(二)[初]

26:00 ザ・潜入！「ツタンカーメンの宝

物展（HD）」(二)[初]

27:00 ザ・潜入！「世界最大のセク

シー・フェスティバル（HD）」(二)[初]

04:00 ジーニアス：ピカソ「第七話

（HD）」(二)

05:00 ジャーナリズム・アメリカ「南軍像

の撤去問題（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメラ

アングル「ゴンドウクジラ」(字)[初]

07:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ

２「ファーストカー対決（HD）」(二)[初]

18:00 第二次世界大戦の潜水艦２

「ソ連潜水艦：冷戦最大の危機

（HD）」(二)

19:00  【中国を知る】黄河と長江 いにしえの文化を訪

ねて 3「#3 モンゴル族 死者との対話（HD）」(字)[初]

19:30 黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#4 リス

族 恋の歌（HD）」(字)[初]

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車５「ケータハム・セブンに感謝を込めて

（HD）」(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造「レンジロー

バー・イヴォーク（HD）」(二)[初]

22:00 密着！ドバイ国際空港「ゲート

表示切り替え大作戦（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 【新】バ科学5「#1 腕相撲の法

則（HD）」(二)[初]

14:00 空母ロナルド・レーガンの最新構

造(HD)(二)[初]

15:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）

(二)[初]

16:00 空の英雄たち「赤い尾翼　レッ

ド・テイルズ（HD）」(二)[初]

17:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「イラク

戦車 vs 最速ヘリ（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「インプレッサよ、不死鳥のごとく蘇

れ！（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 エクスプローラー「社会から消える

日本人（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「小さ

なエイリアン（HD）」(二)[初]

12:00 UFO：欧州未解決事件簿「冷

戦時代の宇宙人（HD）」(字)

23:00 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]

24:00 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)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「エル・アル航空1862便

（HD）」(二)[初]

26:00 ジーニアス：ピカソ「第八話

（HD）」(字)

27:00 戦士たちの墓場「十字軍の亡

霊(HD)」(二)[初]

04:00 アマゾンを行く「ビッグトップ」

(二)[初]

05:00 アンダーカバー・エンジェル「働く

母親たちに職業訓練(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメラ

アングル「オサガメ」(字)[初]

07:00 世界の巨大工場７「ランボル

ギーニ・アヴェンタドール（HD)」(二)[初]

17:30 バ科学3「顔面パイ投げの法則

（HD）」(二)[初]

18:00 【新】躍動の青い惑星「壮大な

旅(HD)」(二)[初]

19:00 メーデー！：航空機事故の真実

と真相「#3 機内火災」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場５「新型ヘリコ

プターAW139(HD)」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「パズル同然のトライアンフGT6

（HD）」(二)

22:00 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)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 史上最悪の地球の歩き方８

「スーダンで拉致（HD）」(字)[初]

14:00 史上最悪の地球の歩き方８「メ

キシコのラ･メサ刑務所（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨

事(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次世

代の為に（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

08:00  【中国を知る】黄河と長江 いにしえの文化を訪

ねて 3「#1 トン族 カムの人々 祭り（HD）」(字)

08:30 黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#2 トン

族 カムの人々 葬儀（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 第二次世界大戦の潜水艦２

「ソ連潜水艦：冷戦最大の危機

（HD）」(二)

10:30 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を見

て（HD）」(二)[初]

11:30 ジーニアス：ピカソ「第八話

（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「フォード・コルチナの抜け殻

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航空

708便(HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#4 アロー航空1285便

(HD)」(二)[初]

26:00 潜入！死刑の町（HD）(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦２

「ソ連潜水艦：冷戦最大の危機

（HD）」(二)

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 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「#3（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメラ

アングル「コウテイペンギン」(字)[初]

07:00 未知なる深海への旅「#3 海底

の生物たち(HD)」(二)[初]

17:30 バ科学3「ロングシュートの法則

（HD）」(二)[初]

18:00 ジーニアス：ピカソ「第一話

（HD）」(二)[初]

19:00 メーデー！：航空機事故の真実

と真相「#2 サンダーストーム」(二)[初]

20:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」

(二)

21:00 ブラジル：アマゾンの熱帯雨林

（HD）(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「復活のロードスター（HD）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 史上最悪の地球の歩き方８「若

き麻薬王（HD）」(字)[初]

14:00 史上最悪の地球の歩き方８「売

人の少女（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅の

列車事故(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦地

に漂う悲壮感（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

24:00 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]

25:00 休止

07:00 未知なる深海への旅「#2 眠る

財宝(HD)」(二)[初]

08:00 雑学サイエンス「燃焼の科学

（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック2「連携（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#10 無線沈黙（HD）」(二)

10:30 独裁者のルール「諜報の策士 マ

ヌエル･ノリエガ（HD）」(字)

11:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警

察「#3 生活苦から運び屋に（HD）」

(二)[初]

18:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ

メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」(二)

19:00 メーデー！：航空機事故の真実

と真相「#1 機体損壊」(二)[初]

20:00 第二次世界大戦の潜水艦２

「ソ連潜水艦：冷戦最大の危機

（HD）」(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「#3（HD）」(二)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅「サ

ワロ国立公園（HD）」(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 2「お

騒がせの達人（HD）」(字)[初]

13:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を

追う「#5 犠牲となった者たち（HD）」

(字)[初]

14:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を

追う「#6 暴かれる意外な真実（HD）」

(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝

突(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激化

する戦いの裏で（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「濡れたプールサイドの

法則（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「鍛錬（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#9 注意散漫（HD）」(二)

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「クルスク戦車戦（HD）」(二)

11:30 THE SS：ナチス親衛隊「#1 罪

深きエリートたち（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の

真実と真相「バリュージェット航空592

便（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)[初]

26:00 タブー ～性なる秘密～「奇想天

外な恋人たち（HD）」(字)

27:00 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]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「番外編:神風特攻部隊と桜花（HD）」

(二)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#5 絶滅

した猛獣の復活(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメラ

アングル「モンクアザラシ」(字)[初]

07:00 未知なる深海への旅「#1 火山

は生命の源(HD)」(二)[初]

08:00 雑学サイエンス「水と金属で爆

発実験（HD）」(字)[初]

18:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野生

に帰るまで (HD)(二)[初]

19:00 メーデー！１６：航空機事故の

真実と真相「#10（HD）」(二)

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン

シュタイン「第八話（HD）」(字)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第八話

（HD）」(字)[初]

22:00 【新】ジャーナリズム・アメリカ「南

軍像の撤去問題（HD）」(字)[初]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物

「ジェット戦闘機地下工場（HD）」

(二)[初]

13:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を

追う「#3 さらなる証言（HD）」(字)[初]

14:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を

追う「#4 男の正体（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃

(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過激

主義との戦い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ドリブルの法則（HD）」

(二)[初]

08:30 脳トリック2「競争（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#8 速度計の警告サイン

（HD）」(二)[初]

10:30 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]

11:30 南太平洋の島探検「トンガ王国

の離島（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 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]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「ボーイング747の衝突事

故（HD）」(二)[初]

26:00 タブー ～性なる秘密～「快楽の

追求（HD）」(字)[初]

27:00 完璧な武器はどれだ！「包囲攻

撃」(二)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「カリブ海での水際作戦（HD）」

(字)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#4 ワニの

大量死(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメラ

アングル「コモリザメ」(字)[初]

07:00 動物界の意外なお友達 2「#5

最愛のベストフレンド（HD)」(二)[初]

08:00 雑学サイエンス「音と炎の波

（HD）」(字)[初]

18:00 野生動物の楽園：イエローストー

ンの春(HD)(二)[初]

19:00 メーデー！１６：航空機事故の

真実と真相「#9（HD）」(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２「マ

ヤの地底世界(HD)」(二)[初]

21:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！～「ゴースト」(二)[初]

22:00 UFO：欧州未解決事件簿「冷

戦時代の宇宙人（HD）」(字)[初]

23:00 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]

13:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を

追う「#1 投稿された殺人動画（HD）」

(字)[初]

14:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を

追う「#2 目撃者の行方（HD）」

(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発

(HD)」(字)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米軍

の指揮系統（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ローラースケートの法

則（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「緊張（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 密着！国境警備の戦い:命がけ

の突破(HD)(字)[初]

11:30 世界の巨大工場２「イケア

（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)
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04:00 黙示録：カラーで見る第一次世

界大戦「終わりなき地獄（HD）」

(二)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空から

降る魚(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメラ

アングル「ザトウクジラ」(字)[初]

07:00 動物界の意外なお友達 2「#4

人間と動物の特別な関係（HD)」

(二)[初]

08:00 雑学サイエンス「ドミノのチカラ

（HD）」(字)[初]

21

16

17

18

25

26

13

14

15

12

19

20

秘秘秘秘

【宇宙アワー】

特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ サンデー ストーリー

軍艦・戦車・潜水艦

世界遺産



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：6,659,817世帯（2018年6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


