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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！】マーズ 火星移住計画 2

火星ー西暦2042年。第1の火星移住クルーはコロニーでの生活に順応し、さらなる研究を進めるべく模索して
いた。しかし民間企業の新たなる人員が到着すると資源をめぐる対立など、違う目的を持った相手との共存の
難しさが浮き彫りとなる。現代の宇宙開発を語るドキュメンタリーパートでは火星移住に向けた課題、宇宙開
発と地球環境汚染の対比などを紐解いていく。
波瀾の展開と映画仕様の視覚効果の近未来ドラマ部分。今の地球や宇宙開発の問題点を有識者や研究社のイン
タビューなどで浮き彫りにした現在ドキュメンタリー部分。二つが融合した画期的な構成でお届けする。

移住から10年、遥かなる新天地は幻か―

サンデー ストーリー 今週のテーマ ：宇宙と人類

昔から宇宙へ行くことを夢見てきた人類。

現代の宇宙開発は急速に進歩しており、人間を宇宙に送り出すことに成功している。有人宇宙飛行や宇宙探査
を紹介。宇宙と人類との関わりを様々な観点から見る珠玉の特集。
・17:00～19:00 スペースシャトルの秘密 ※2話連続放送
・19･00～20:00 大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ
・20:00～21:00 エクソマーズ：火星での生命探査
・21:00～23:00 宇宙から見る人類の歩み

2月10日(日)17:00～23:00

【日本初！】失われた文明！アトランティスの謎

失われた都、アトランティスがもし実在したのだとすれば、文明の足跡は今日もどこかに残っているのだろう
か。そんな疑問に突き動かされた冒険家たちが、古代ギリシャの哲学者プラトンの記述を宝の地図に、エーゲ
海はサントリーニ島から始まる探求の旅に出る。果たしてアトランティスの痕跡は見つかるのか。シムカ・ヤ
コボビッチ監督がドローンを駆使し4K画質で撮る。ジェームズ・キャメロン製作総指揮。

古代の賢者に導かれ、冒険者達は旅に出る。

February 2019

<二ヶ国語> 2月5日(火)スタート
毎週火曜22:00～23:00

<字幕> 2月8日(金)スタート
毎週金曜21:00～22:00

2月番組ハイライト あのドラマのパート2が満を持して登場！！！

2月2日(土)20:00～21:00



2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！】 鳥の惑星

地球上のあらゆる場所で繁栄を続ける鳥類。その秘密は、多様に進化する能力にある。優れた聴力や視力
を生かして狩りをするものもいれば、特殊な飛行テクニックを身につけたものもいる。また求愛のために
贈り物をしたり、ユニークなダンスを見せたりと、その行動もさまざまだ。しかしいずれも環境への高度
な適応に他ならない。イヌワシからハチドリ、マイコドリ、フクロウオウムまで、見た目も行動も異なる
鳥たちの魅力を紹介する。

個性も能力も、色とりどり。

【日本初！】絶海！謎と神秘のイースター島

神秘の孤島の衰退。歴史や現状から私たちが学ぶべきこと。

絶海の孤島であるイースター島。モアイ像で有名なこの島は、かつて素晴らしい独自の文化で繁栄した楽園
だった。しかし、いつしか豊かな資源が失われて人口が減り、モアイ像は倒され、島からは活気が失われて
いった。学者たちがその原因を解説し、島の繁栄から衰退までの道のりをたどる。島の歴史から学べる教訓や、
温暖化の影響で、今後、島が直面する危機についても触れながら、未だ解明されない謎に迫る。

【日本初！】密着！真冬のカーレスキュー

俺たちが守るのは「道」だ！凛々しく逞しい、ノルウェーのレスキュー隊の男たち。

美しい山並みが広がるノルウェーは、冬のになると辺り一面が深い雪に覆われる。カチカチに凍結した道路で
は車が横転したり、立ち往生したり、スリップしたトレーラーが道を塞いだりと、とにかくトラブルが絶えな
い。そんな時に出動するのがレスキュー隊だ。格段に厳しい冬の大自然と闘いながら、危険をいとわず救助に
挑む、たくましいヒーローたちの活躍を追う。

2月22日(金)22:00スタート
毎週金曜日22:00～23:00

2月7日(木)22:00～23:00

2月9日(土)20:00～21:00

February 2018

宇宙に負けない！地球の多様なコンテンツ群！



●編成表:2月第2週

February 2019
(ET) 月曜日 2019/02/04 火曜日 2019/02/05 水曜日 2019/02/06 木曜日 2019/02/07 金曜日 2019/02/08 土曜日 2019/02/09 日曜日 2019/02/10

21:00 宇宙から見る人類の歩み（HD）

(字)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝

撃！ザトウクジラの体当たり（HD）」

(字)[初]

24:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝

撃！ 水中で狩りをするジャガー（HD）」

(字)[初]

25:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝

撃！ 飛行機にしがみつくネコ（HD）」

(字)[初]

26:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝

撃！ ハマったスカンク（HD）」(字)[初]

27:00 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]

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「悩めるエスコートRS（HD）」

(二)[初]

16:00 スーパーカー大改造 2「ラグジュ

アリーなキャリアカー（HD）」(二)[初]

17:00 スペースシャトルの秘密「パート1

（HD）」(二)[初]

18:00 スペースシャトルの秘密「パート2

（HD）」(二)[初]

19:00 大宇宙へ翔ける 油井亀美也と

JAXA、新しい時代へ(HD)(二)[初]

20:00 エクソマーズ：火星での生命探

査（HD）(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター５「わん

ちゃん祭り（HD）」(二)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター５「牛の

ローリング（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「セントヘレンズ

山の猛威(HD)」(字)[初]

14:00 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)[初]

26:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「密入国者の大追跡（HD）」

(字)[初]

27:00 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]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「隠れ家 急襲作戦（HD）」(字)[初]

05:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「陸海空の連携プレー（HD）」

(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界遺産「アメリカ:自由の女神

（HD）」(二)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6

「#11 真夜中の戦い（HD）」(字)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6

「#12 争いの決着（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界大自然紀行: ボルネオ「水

辺の牽制（HD）」(字)[初]

20:00  【新】絶海！謎と神秘のイース

ター島（HD）(二)[初]

21:00 仰天！海の底まる見え検証「メ

キシコ湾に眠る遺物（HD）」(二)[初]

22:00 仰天！海の底まる見え検証「失

われた軍艦（HD）」(二)

23:00 仰天！海の底まる見え検証「太

平洋に潜む脅威（HD）」(二)[初]

24:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を食

べるナマズ(HD)」(二)[初]

25:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「国境警備犬Ｋ９（HD）」(字)[初]

15:00 メーデー！１０：航空機事故の

真実と真相「グランドキャニオン空中衝

突事故（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 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]

18:00 スーパーカー大改造「アウディ・

A8（HD）」(二)[初]

19:00  【中国を知る】

中国の伝統と技術「アルコール（HD）」(字)[初]

19:30 中国の伝統と技術「ファッション

（HD）」(字)[初]

09:30 サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争「狩りの達人（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 地球の巨大生物TOP10（HD）

(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「コロンビア号、

最後の飛行(HD)」(字)[初]

14:00 メーデー！１０：航空機事故の

真実と真相「タンス航空204便（HD）」

(二)[初]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間６「日本航空123

便墜落事故（HD)」(二)[初]

27:00 海底に沈む第二次世界大戦の

真実（HD）(字)[初]

04:00 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と戦

いの記憶（HD）(字)[初]

05:00 空の英雄たち「ナチス狩り

（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界遺産「日本:京都（HD）」

(二)[初]

07:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー

３「戦地生まれの問題犬（HD）」

(字)[初]

08:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー

３「家畜荒らしの牧場犬（HD）」

(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4

「ルフトバッフェ（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場「ハーレーダビッ

ドソン」(二)[初]

21:00 マーズ 火星移住計画 2「第一

話 新参（HD）」(字)[初]

22:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の舞

台裏（HD）(二)[初]

23:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ

２「スーパーカー対決（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#8 大韓航空8509便(HD)」

(二)[初]

14:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ

ング：最後の魚雷（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間２「スカンジナビア・

フェリー火災」(二)[初]

16:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「後

編（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「クイーンズ墜

落事故(HD)」(字)[初]

18:00 潜入！北朝鮮：約束の行方

（HD）(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 潜入！アメリカ国境攻防戦

(二)[初]

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「歴史を変えたBMW2002ターボ

（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

04:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の

記憶（HD）(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「最後の猿人（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「回転遊具の法則

（HD）」(字)[初]

07:00 ハンター・ハンテッド ２「さらわれ

て…（HD）」(字)[初]

08:00  【中国を知る】

中国巨大建造物「上海スーパータ

ワー」(二)

22:00  【新】鳥の惑星（HD）(二)[初]

23:00 極楽鳥～魅惑の求愛ダンス

（HD）(二)[初]

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌

「コックピットの殺人者（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「USエアー1016便（HD）」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量

遭難事故（HD)」(二)[初]

27:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「ロシア原子力

潜水艦の悪夢(HD)」(字)[初]

18:00 潜入！暗黒産業 2「高級車強

盗（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4

「イタリア防衛線（HD）」(二)[初]

20:00 THE SS：ナチス親衛隊「#2 構

築された死のシステム（HD）」(字)[初]

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生

「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)[初]

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：大西洋の死闘（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間２「オクラホマシティ

連邦ビル爆破」(二)[初]

16:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「前

編（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)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ

ング：最後の魚雷（HD）」(二)

05:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「奇跡の治療法（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ターザンの法則（HD）」

(字)[初]

07:00 ハンター・ハンテッド ２「イルカの

攻撃（HD）」(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「雨と

時間との戦い（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「ケネディ家の悲劇（HD）」

(二)[初]

10:30 潜入！アメリカ連邦捜査局

（HD）(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「ドイツ軍の撤退（HD）」(二)[初]

22:00 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]

23:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ

ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 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)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･ダ

ウン（HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ

戦うのか？（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「高速道路への

墜落(HD)」(字)[初]

18:00 潜入！暗黒産業 2「酒の闇市

場（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]

20:00 ヒトラーの野望～絶滅動物の復

活計画～（HD）(字)[初]

10:30 潜入！タリバニスタン

(HD)(二)[初]

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：群狼作戦（HD）」(二)

14:00 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)

15:00 衝撃の瞬間２「モンブラン・トンネ

ル火災」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれたコッ

クピット（HD)」(二)[初]

27:00 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)[初]

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：大西洋の死闘（HD）」(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「アトランティス（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ゴルフカートの法則

（HD）」(字)[初]

07:00 ハンター・ハンテッド ２「静かなる

追跡者（HD）」(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「生か

死か（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)

20:00 ナチスのドラムビート作戦

(HD)(二)[初]

21:00 潜入！スペースX（HD）(字)[初]

22:00 【新】 マーズ 火星移住計画 2

「第一話 新参（HD）」(二)[初]

23:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」

(二)[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]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#12 タカ航空110便(HD)」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落

事故」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国境

なき戦い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「フロリダ湿地帯

墜落事故(HD)」(字)[初]

18:00 潜入！暗黒産業「総集編

（HD）」(二)[初]

19:00 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]

09:30 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]

10:30 潜入！アフガンの米海兵隊基

地（HD）(字)[初]

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 9.11:ペンタゴンの英雄たち（HD）

(字)

14:00 アフガニスタンの英雄 最後の勇

士（HD）(字)

25:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#7 未確認小型飛行機

（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカル

ト教団（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)[初]

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)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「悪霊（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ランニングマシンの法則

（HD）」(字)[初]

07:00 ハンター・ハンテッド ２「奥地での

襲撃（HD）」(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「クリス

マス直前のエンジントラブル（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3

「ナチス 奇跡のＵボートXXI型（HD）」

(字)[初]

20:00 ヒトラーの極秘米軍収容所

(HD)(字)[初]

21:00 仰天！海の底まる見え検証「失

われた軍艦（HD）」(二)[初]

22:00 検証：UFO事件の新事実「アリ

ゾナUFO誘拐事件（HD）」(二)[初]

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！：航空機事故の真実

と真相「#1 機体損壊」(二)[初]

14:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警

備局「真夜中のパトロール（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト

ル・チャレンジャー爆発事故（HD）」

(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交差

する想い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「アムステルダム

航空機事故(HD)」(字)[初]

18:00 潜入！暗黒産業「危険な医薬

品（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 潜入！イラク危険地帯(二)[初]

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 ザ・ボーダーライン　税関国境警

備局「秘密のトンネル作戦（HD）」

(二)[初]

04:00 タイタニックと米海軍極秘任務

(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「吸血鬼（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ジャンプの法則（HD）」

(字)[初]

07:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニア

の恐怖（HD）」(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「71

人の怒れる乗客（HD）」(二)[初]

2500-2530

2530-2600
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2630-2700

2700-2730
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2200-2230

2230-2300
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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

宇宙と人類



1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！】火星探査車キュリオシティ：生命の痕跡

火星探査車キュリオシティは、2012年に火星のゲールクレーターに着陸した。太古の火星に生命が存在した可
能性を探るため、火星の岩石を採取し、分析する装置を搭載している。打ち上げ前には想定外の問題が発生し、
火星でも予想外のトラブルに見舞われたが、チーム一丸となって取り組み、ゲールクレーター内のシャープ山
に登って多くのサンプルの採取に成功した。その結果、火星探査史上、大きな発見が…。

ナショジオの真骨頂！宇宙番組目白押し！

火星探査車キュリオシティの着陸までの苦労とこれまでの活動の軌跡を振り返る。

January 2019

1月8日(火) 22:00～23:00

【日本初！】潜入！スペースX

2018年2月、ケネディ宇宙センターの発射台ではスペースＸ社のロケット、ファルコンヘビーが初の打ち
上げを待っていた。ファルコン9ロケットを3基つなげたこのロケットを、人類の火星移住を目指すCEOの
イーロン･マスクが見守る。移住の実現には安価なロケットが不可欠なため、彼は再利用可能なロケットの
開発を進めてきた。ファルコンヘビーを打ち上げ後に再着陸させられれば目標に近づくが、成功するのだ
ろうか？

打ち上げたロケットを再着陸させられるか？3年間の紆余曲折とその瞬間に密着。

【日本初！】スペースシャトルの秘密

戦争のために計画されたスペースシャトルは、世界のために活用された。

1980年代に初めてスペースシャトルが打ち上げられてからの軌跡を辿るシリーズ2部構成。当時の貴重映像
や関係者たちの話に基づき、スペースシャトル計画の詳細が様々な側面から描かれる。もともと米軍が戦争に
勝つためのツールとして計画されたスペースシャトルは様々な困難を乗りこえ、外交上重要な役目を果たすこ
とに。スペースシャトルを活用し建設された国際宇宙ステーションは国際協力と平和を象徴する存在となって
いる。

1月15日(火)22:00～23:00

毎週木曜日 21:00～22:00



1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。

世界各地の、古の人々の謎を紐解く旅に出よう！

土曜 ミステリーファイル 【日本初！】3番組

ナショナル ジオグラフィックが総力をあげて徹底検証してきたUFO・古代文明の謎・世界史に潜む謎など、
珠玉のミステリー番組を放送。1月はミイラ特集！日本初の3番組を人気声優 杉田智和さんのナレーショ
ンでお届け！
1月5日(土) 【日本初！】生贄になったミイラの謎
1月12日(土) 【日本初！】アンガ族：燻製ミイラの謎
1月19日(土) 【日本初！】黒人ファラオ：異端の王の謎

弔い儀式のミイラからエジプトのファラオまで！世界中のミイラの謎に迫る

マーズ 火星移住計画 一挙放送！

満を持して2月にシーズン2がスタート！それを祝してシーズン1を一挙放送！

太陽系の惑星の中でも、火星ほど人類の想像力を刺激するものはない。2033年、初の火星有人ミッションと
して、6人のクルーが地球を飛び立つ。人類の火星移住を見据えた任務だ。火星では着陸から入植までさまざ
まな困難が彼らを待っている。映画レベルのリアルな近未来ドラマと、現在の宇宙開発の専門家たちが登場す
るドキュメンタリーパートとを組み合わせた斬新な映像表現で描かれる、人類の壮大なる挑戦！

【日本初！】ナショナル・モール：歴史溢れる国立公園

映画やTVでよく見るあの場所は、アメリカの象徴だった。

アメリカの首都ワシントンの中心部に位置する国立公園ナショナル・モール。ワシントン記念塔、リンカーン
記念堂やベトナム戦争戦没者慰霊碑といった記念碑に加え、多くの博物館や美術館も建ち並び、国内屈指の観
光地として有名だ。さらには人々が抗議活動や集会を行う地としても大きな意味を持ち、ワシントン大行進な
ども行われた。苦難の歴史の末に完成したナショナル・モールのその存在意義について考察する。

1月17日(木) 22:00～23:00

毎週(土)20:00～25:00

1月1日(火)22:00～28:00

January 2019



●編成表:1月第4週

January 2019
(ET) 月曜日 2019/01/21 火曜日 2019/01/22 水曜日 2019/01/23 木曜日 2019/01/24 金曜日 2019/01/25 土曜日 2019/01/26 日曜日 2019/01/27

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 潜入！イラク危険地帯(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２「吸

血鬼(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 生き抜け！原始生活 総集編

「サハラ砂漠横断の旅（HD）」(二)[初]

07:00 グレート･バリア･リーフ 生命の輝

き「命を育むサンゴ礁（HD）」(二)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 2「乗り

継ぎパニック（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 完璧な武器はどれだ！「バトル・

ブレイド」(二)

11:30 世界の巨大工場５「花火(HD)」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 日本軍への残虐な戦犯

(HD)(二)

14:00 CIA極秘ファイル：エリア51 特別

版（HD）　(日)

15:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリン

ピック事件（HD）」(二)[初]

16:00 戦火の記憶「初期（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「シカゴ航空機

事故(HD)」(字)[初]

18:00 危険な時代に生きる 2「壊れゆ

く海（HD）」(字)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「ベ

ルリン防衛網（HD）」(二)[初]

20:00 ヒトラーの殺人部隊（HD）

(字)[初]

21:00 仰天！海の底まる見え検証「古

代エジプトの謎（HD）」(二)[初]

22:00 検証：UFO事件の新事実「三

角形の飛行物体（HD）」(二)[初]

23:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の舞

台裏（HD）(二)[初]

24:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト706

便（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#5 ７３７型機に潜む危機

（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅の

列車事故(HD)」(二)[初]

27:00 潜入！グアンタナモ基地（ＨＤ）

(字)[初]

04:00 <引き続き>潜入！グアンタナモ

基地（ＨＤ）(字)

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２「マ

グダラのマリア(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 グレート･バリア･リーフ 生命の輝

き「繁殖期の海（HD）」(二)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 2「１時

間で修理せよ（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「UPS航空6便（HD）」

(二)[初]

10:30 完璧な武器はどれだ！「殺しの

ドレス」(二)

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 アフガニスタンの英雄 最後の勇

士（HD）(字)

14:00 潜入！アフガンの米海兵隊基

地（HD）(字)

15:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故

（HD）」(二)[初]

16:00 戦火の記憶「中期（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「モントセラト島

の大噴火(HD)」(字)[初]

18:00 危険な時代に生きる 2「命の値

段（HD）」(字)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「総統大本営（HD）」(二)[初]

20:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子

供たち「#1 総統に命を捧げて（HD）」

(字)[初]

21:00 地球を襲う宇宙の嵐「宇宙の大

嵐（HD）」(二)[初]

22:00 【新】スペースシャトルの秘密

「パート1（HD）」(二)[初]

23:00 宇宙～時空超越の旅～「#3

量子力学で見る「現実」(HD)」(二)[初]

24:00 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！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)

26:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨

事(HD)」(二)[初]

27:00 潜入！メキシコの麻薬抗争

（HD）(二)[初]

04:00 潜入！アメリカ連邦捜査局

（HD）(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２

「ギョベクリ・テペ遺跡(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「ゴンドウクジラ」(字)[初]

07:00 グレート･バリア･リーフ 生命の輝

き「脅かされる生態系（HD）」(二)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 2「迅速

な判断とチームワーク（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「国連チャーター機 DC-6

（HD）」(二)[初]

10:30 空の英雄たち「マルタ島のエース

（HD）」(二)

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「伝説のモーガン・スリーホイラー

（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 潜入！グアンタナモ基地（ＨＤ）

(字)

15:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー

マーケット崩壊」(二)[初]

16:00 戦火の記憶「後期（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「テキサス石油

工場爆発事故(HD)」(字)[初]

18:00 危険な時代に生きる 2「未来へ

の布石（HD）」(字)[初]

19:00 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]

20:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子

供たち「#2 戦士の夢と現実（HD）」

(字)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「バルバロッサ作戦（HD）」(二)[初]

22:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：群狼作戦（HD）」(二)

23:00 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)

24:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#10 ゴースト」(二)[初]

25:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#9 注意散漫（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化学

工場事故(HD)」(二)[初]

27:00 密着！国境警備の戦い:ドラッグ

の密輸現場(HD)(字)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:命がけ

の突破(HD)(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２「キ

リスト磔刑の謎(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「シロナガスクジラ」(字)[初]

07:00 エクアドル：ガラパゴス諸島（HD）

(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 2「偽造

パスポート（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「アトランティック・エアウェイ

ズ670便（HD）」(二)[初]

10:30 空の英雄たち「翼を取り戻した

撃墜王（HD）」(二)

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 潜入！イラク危険地帯(二)

14:00 潜入！アメリカ連邦捜査局

（HD）(二)

15:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津

波（HD）」(二)[初]

16:00 空母ロナルド・レーガンの最新構

造(HD)(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「スペースシャト

ル・チャレンジャー爆発事故(HD)」

(字)[初]18:00 危険な時代に生きる 2「市民た

ちの抵抗（HD）」(字)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初]

20:00　ヒトラーの極秘収容所　米兵

捕虜の記録（HD）(字)[初]

21:00 アフリカ大飛行：上空から見る大

自然（HD）(字)[初]

22:00 世界大自然紀行：イエロース

トーン「凍った大地（HD）」(二)[初]

23:00 世界大自然紀行：カリブ海諸島

（HD）(二)[初]

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌

「操縦不能（HD）」(二)[初]

25:00 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)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船の

運命(HD)」(二)[初]

27:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「国境警備犬Ｋ９（HD）」(字)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「密入国者の大追跡（HD）」

(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２「マ

ヤの地底世界(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「ライオン」(字)[初]

07:00 ジェーン・グドールと救う楽園の

島（HD）(二)[初]

08:00  【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)

08:30 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)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「スパンエア5022便（HD）」

(二)[初]

10:30 空の英雄たち「アブロ・ランカス

ター爆撃機隊（HD）」(二)

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 密着！国境警備の戦い:ドラッグ

の密輸現場(HD)(字)

14:00 密着！国境警備の戦い:命がけ

の突破(HD)(字)

15:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜落

事故」(二)[初]

16:00 発見！北朝鮮の歩き方「平壌

郊外の景色（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「コロンビア号、

最後の飛行(HD)」(字)[初]

18:00 世界を動かすマネーの裏側

（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場「アパッチ・ヘリ

コプター（HD)」(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・

パナメーラ（HD）」(二)

22:00 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]

23:00　一攫千金！カー・ストリッパーズ

２「BMW対ベンツ（HD）」(二)[初]

24:00 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)

25:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#2 タン航空3054便(HD)」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅威

(HD)」(二)[初]

27:00 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]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「隠れ家 急襲作戦（HD）」(字)[初]

05:00 空の英雄たち「赤い尾翼　レッ

ド・テイルズ（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界遺産「ロシア:サンクト・ペテ

ルブルグ（HD）」(二)[初]

07:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー

３「犬が引き裂く人間関係（HD）」

(字)[初]

08:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー

３「愛犬に嫌われたコメディアン（HD）」

(字)[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)

11:00 動物界の意外なお友達 3「ヒー

ローキャット（HD）」(二)[初]

12:00 動物界の意外なお友達 3「ニワ

トリはボクの友達（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「シカゴ航空機

事故(HD)」(字)

14:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#11 パシフィック・サウスウエス

ト航空1771便(HD)」(二)[初]

15:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#12 タカ航空110便(HD)」

(二)[初]

16:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#13 スカンジナビア航空686

便(HD)」(二)[初]

17:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#14 ユナイテッド航空232便

(HD)」(二)[初]

18:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラン

グラー（HD）」(二)[初]

19:00  【中国を知る】黄河と長江 いにしえの文化を訪

ねて 3「#5 ナシ族 癒しのハーブ（HD）」(字)[初]

19:30 黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#6 ミャオ

族 新年の祝い（HD）」(字)[初]

20:00 死と意識の謎(HD)(二)[初]

21:00 生贄になったミイラの謎（HD）

(二)

22:00 アンガ族：燻製ミイラの謎（HD）

(二)

23:00 黒人ファラオ：異端の王の謎

（HD）(二)

24:00 怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ赤

な血の雨(HD)」(二)[初]

25:00 第二次世界大戦の潜水艦２

「ヴェンチャラー：カエサル作戦を阻止せ

よ（HD）」(二)[初]

26:00 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]

27:00 ナチス潜水艦U-745の謎

(HD)(二)[初]

04:00 地上の地獄：シリア崩壊とISIS

の台頭（ＨＤ）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界遺産「スペイン:サグラダ・ファ

ミリア（HD）」(二)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6「#7

船長の財布（HD）」(字)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6「#8

巻き返し作戦（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界大自然紀行: ボルネオ「熱

帯雨林の島（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター２「獣医の

心構え(HD)」(二)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「晴れ舞

台(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「モントセラト島

の大噴火(HD)」(字)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)[初]

15:00 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)

16:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン

マセラティ（HD）」(二)[初]

17:00  【ナショジオ サンデー ストーリー】

火星探査車キュリオシティ：生命の痕跡

（HD）(二)

18:00 潜入！スペースX（HD）(字)

19:00　真相解禁 アポロ計画の裏側

（HD）(二)[初]

20:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「火星人（HD）」(二)[初]

21:00 ローバーが魅せる火星の秘密

（HD）(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 2「九

死に一生（HD）」(字)[初]

24:00 野生動物ビックリ映像集 2「危

険な接近（HD）」(字)[初]

25:00 野生動物ビックリ映像集 2「命

知らずなものたち（HD）」(字)[初]

26:00 野生動物ビックリ映像集 2「お

騒がせの達人（HD）」(字)[初]

27:00 野生動物ビックリ映像集 2「土

壇場の対決（HD）」(字)[初]

【宇宙アワー】

宇宙のロマン



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：6,662,848世帯（2018年10月末現在）

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


