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ナショナル ジオグラフィック チャンネル

8 月を＜恐竜マンス＞として
＜恐竜マンス＞として恐竜関連番組を大特集！
さらに“ナショジオ恐竜授業”開催
2015 年 8 月 29 日(土
土)日本科学未来館にて
日本科学未来館にて
125 年以上の歴史を持つ世界最大級の NPO 団体が贈るドキュメンタリー
専門チャンネル、ナショナル ジオグラフィック チャンネル（運営：FOX インタ
ーナショナル･チャンネルズ株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役社
長：デイビッド・シン、以下ナショジオ）は、8 月を＜恐竜マンス＞とし、恐竜の
謎に迫る番組を 2015 年 8 月 2 日(日)から、毎週日曜ひる 1 時 30 分～午後
6 時 30 分まで放送します。また、特集＜恐竜マンス＞の放送を記念し、番組
上映＆レクチャーイベント“ナショジオ恐竜授業”を 2015 年 8 月 29 日(土)
に日本科学未来館にて開催します。
特集＜恐竜マンス＞では、最新の調査を元に全長 13 メートルのティラノサ
ウルスの標本を、世界で初めて内臓や筋肉の構造まで本物そっくりに復元し、
解剖する『世界初！恐竜大解剖』
『世界初！恐竜大解剖』を放送します。さらに、遥か昔から現代までの地球上の巨大生物をカウントダウン
『世界初！恐竜大解剖』
形式で紹介する『地球の巨大生物
『地球の巨大生物 TOP10』
』、巨大な肉食恐竜として知られるティラノサウルスを凌ぐ巨大恐竜の謎、
驚異の生態に迫る『謎の巨大肉食恐竜』
『謎の巨大肉食恐竜』など全
11 番組、計 40 時間にわたり、恐竜関連番組をナショナル ジオグラ
『謎の巨大肉食恐竜』
フィック チャンネルで放送します。なお、『世界初！恐竜大解剖』の日本語ナレーションは「METAL GEAR SOLID」
スネーク役や、「ブラック・ジャック」でおなじみの声優大塚明夫さんが担当します。
本特集の放送を記念し、“ナショジオ恐竜授業”を 2015 年 8 月 29 日(土)午前 11 時からとひる 2 時から、日本科学
未来館で開催いたします。“ナショジオ恐竜授業”では、ナショジオの＜恐竜マンス＞の中から厳選した恐竜番組や
兵庫県丹波市で発見された、“丹波竜”のミニ番組上映、兵庫県立人と自然の博物館・研究員で、兵庫県立大学・特
任助教でもある池田研究員による、化石のレプリカを使ったレクチャーを行います。さらに化石の調査研究体験（*）も
実施予定です。
ナショジオは、今後もみなさまに興味を持って頂けるような番組を放送し、また放送だけでなく地球について考えて
頂くきっかけになるような企画やイベントなども実施してまいります。

特集＜恐竜マンス＞ 放送スケジュール
ナショナル ジオグラフィック チャンネルにて 2015 年 8 月 2 日(日)放送スタート
毎週日曜ひる 1 時 30 分～午後 6 時 30 ほか
※特集＜恐竜マンス＞プロモーション映像、恐竜トリビア映像を公式サイト(ngcjapan.com)で 8 月 1 日公開予定

ナショジオ恐竜授業 実施概要

※以下イベントの参加費等は無料

日時：
場所：

2015 年 8 月 29 日（土）11：00～、14：00～
日本科学未来館 （東京都江東区青梅 2-3-6）

内容：

https://www.miraikan.jst.go.jp/guide/route/
ナショジオ恐竜番組上映（約 45 分）、丹波竜ミニ番組上映（約 5 分）

協力：

兵庫県立人と自然の博物館・研究員/兵庫県立大学・特任助教池田研究員による
レクチャー＆質疑応答
化石調査研究体験 （化石調査研究体験はスカパー！加入者限定、要事前申込）*
文部科学省 「土曜学習応援団」

*化石調査研究体験はスカパー！加入者限定のイベントで、事前申し込みが必要です。参加人数には制限があります。
詳細はスカパー わくわくプレゼント(http://my.skyperfectv.co.jp/pbx/)でご検索ください。

＜報道関係者の方のお問い合わせ先＞
FOX インターナショナル・チャンネルズ マーケティング部 PR 担当 foxtvpr@fox.com

参考資料
＜恐竜マンス＞ 放送スケジュール
2015/8/2（日）スタート
（日）スタート 13:30-18:30
毎週日曜 13:30-18:30 ／ 毎週水曜 19:00-21:00
★特集＜恐竜マンス＞プロモーション映像、恐竜トリビア映像を公式サイト(ngcjapan.com)で
で 8 月 1 日公開予定
★特集＜恐竜マンス＞プロモーション映像、恐竜トリビア映像を公式サイト

＜恐竜マンス＞ 主な放送番組
世界初！恐竜大解剖 （原題：T.rex Autopsy） [二カ国語] 120 分ｘ1 話
8 月 9 日（日）13:30～15:30 ほか
ナショナル ジオグラフィック チャンネルで日本初放送
精巧に再現された大型恐竜を大解剖！新感覚で生態を明かす！
古生物学者、解剖学者、獣医らが、科学知識と研究成果を駆使し、忠実に全長 13 メートルの実
物大のティラノサウルスの標本を復元。内臓や筋肉の構造まで、本物そっくりに制作し、それを
世界で初めて解剖。巨大恐竜の体のしくみを解剖学的、生物学的に解明していく。博物館で骨
を見るだけでは伝わらないスケール感を味わえる。
※画像クレジット： (c)National Geographic Channels

★本番組のナレーション吹替は、
」スネーク役や、
★本番組のナレーション吹替は、「METAL GEAR SOLID」スネーク役
」スネーク役や、「ブラック・ジャック」でおなじみの声優
大塚明夫さんが担当！

恐竜デスマッチ：新種の殺し屋 （原題：Dino Death Match） [二カ国語] 60 分ｘ1 話
8 月 2 日（日）13:30～14:30 ほか
ナショナル ジオグラフィック チャンネルで日本初放送
2006 年アメリカモンタナ州で 2 頭の恐竜が戦って死んだと見られる巨大な化石が発見される。一頭は巨大な角竜トリケラトプス
だが、もう一頭の正体を巡って長年議論がなされてきた。果たして恐竜の王者Ｔレックスの幼体なのか、あるいは小型のティラノ
サウルス類である新種ナノティラヌスなのか。これまでに発見された手がかりを辿り、頭骨や歯の形、腕の骨などを比較検証しな
がら、太古の恐竜王国で繰り広げられたデスマッチの謎に迫る。

地球の巨大生物 TOP10 （原題：Top 10 Biggest Beasts Ever） [二カ国語] 120 分ｘ1 話
8 月 16 日（日）13:30～15:25 ほか
ナショナル ジオグラフィック チャンネルで日本初放送
太古に地球にいた巨大生物をカウントダン形式で紹介！
遥か昔から現代までの間で、一番大きな地球の生き物は何だろうか。その答えを探るためにタカほどもある虫、バスの長さに匹
敵するヘビ、トラックさえ食いちぎる力を秘めたサメといった巨大な生き物のトップテンを、10 位から順に追っていく。最新の発見
を検証して、人里離れた場所を探索し、さらに度肝を抜く大きさの秘密を科学的に解明しながら、リアルなＣＧと目を見張る実演
で、巨大生物のスケールと驚くべき能力を紹介していく。

不死身の怪物：ティラノサウルスの秘密 （原題：T. rex: Ultimate Survivor） [二か国語] 60 分ｘ1 話
8 月 23 日（日）13:30～14:30 ほか
ナショナル ジオグラフィック チャンネルで日本初放送
地上最強を誇った肉食獣の身体にまつわる秘密を明かす！
巨大な体と鋭い牙で恐竜の頂点に君臨していたティラノサウルス。その化石には複数の傷を負い回復した形跡が残されていた。
彼らは致命傷を負いながら、いかにして生き延びたのだろうか。最先端テクノロジーの助けを借りあらゆる角度からティラノサウル
スが最強の恐竜たるゆえんを探っていく。そして明らかになる驚くべき新事実。白亜紀の世界を支配したティラノサウルスの本当
の姿に迫る。

謎の巨大肉食恐竜 （原題：Bigger Than T. rex） [二か国語] 60 分ｘ1 話
8 月 30 日（日）13:30～14:30 ほか
ナショナル ジオグラフィック チャンネルで日本初放送
最強肉食恐竜ティラノサウルスを超える大きさの怪物の謎に迫る！
１世紀前、エジプトで発見された奇妙な恐竜の化石Bスピノサウルスと名付けられるが、第二次大戦でその化石は破壊されてし
まう。しかし、謎に満ちたこの恐竜を追い続ける古生物学者がサハラ砂漠で新たな化石の発掘に成功。１００年前のメモやスケッ
チと共に最先端技術を駆使してその姿をデジタル化し、最大の肉食恐竜として知られるＴレックスを凌ぐ巨体、長い顎、異様な背
びれを持った水陸両生の怪物を復元、その驚異の生態に迫る。

参考資料
ナショジオ恐竜授業 上映番組、
上映番組、レクチャー
レクチャー講師
レクチャー講師プ
講師プロフィール
■ナショジオ恐竜授業 上映番組
恐竜：衝撃の新事実 （原題：Dino Mania） [二か国語] 60 分ｘ1 話
巨大で凶暴で、奇妙な姿を描写される恐竜たち。しかし、彼らは実際のところ、どんな姿をし
て、どんな動きをしていたのか？なぜそこまで巨大になったのか？そして、どこでどんな生活
を送っていたのだろう？最終的には絶滅してしまう恐竜の、進化や生存の過程と理由を解明
していく。
※画像クレジット： ©Jenny Kubo / National Geographic Television, 2008

★本番組はナショナル ジオグラフィック チャンネルでの特集＜恐竜マンス＞内
午後 3 時 30 分～4
分～ 時 30 分 ほかでも放送を予定しています

2015 年 8 月 9 日(日
日)

ナショジオ NEWS 丹波竜発見の秘密（仮題） 5 分ｘ1 話
兵庫県丹波市で、世紀の大発見があった。約 1 億 2 千万年前の丹波竜という、今までにない新属新種の貴重な大型恐竜の化石
が丹波市篠山層群から発見された。
番組では発掘時の映像と、それがどのようなエリアで発見されたかをわかりやすく解説する。また発掘現場からは第一発見者が
どのようにして丹波竜を見つけたか、なぜそこを調査したか、など発掘現場からの映像も紹介する。

■ナショジオ恐竜授業 レクチャー講師プロフィール
池田忠広 （いけだ ただひろ）
兵庫県立人と自然の博物館・研究員/兵庫県立大学・特任助教
【プロフィール】
昭和 53 年鹿児島県生
兵庫県立人と自然の博物館 研究員
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 特任助教
鹿児島大学大学院理工学研究科博士後期課程修了
理学博士
日本古生物学会、日本爬虫両類学会、Society of Vertebrate Paleontology 等に所属
現在は主に『兵庫県立人と自然の博物館』にてヘビ・トカゲ・カエルなど小型両生爬虫類の化石の研究を行うほか、
様々なセミナーで講師を担当している

