
＜第 1表＞ 

2015年 2月 2日朝刊 「イスラム国」人質後藤健二氏殺害報道についての社説及び「専門家」（有識者・ジャーナリスト）・コメント概要（内野光子作成） 

新聞 発言者 現職・略歴・主要著書など 要旨 テレビ出演件数（月日・番組名・局名 2/2～16） 

2015/1/20～2/16合計件数 

朝日 

 

 

社説  「イスラム国」の非道／この国際犯罪を許さない・責

任追及と処罰を・政府の対応、検証を・互いを知り合

う必要 

 

青山弘之 

1968～ 

東京外国語大学教授 1968～ 

『混迷するシリア』ほか 

日本の世論対立は「イスラム国」に好都合／安倍首相

は人道支援を国民に説明して結束を図り、中東との関

係強化が必要 

6件 

2/8サンデー-モーニング(T)） 

2/4NHKNewsweb 2/3ZIP(日) 

Oha4NewsLive(日) 2/2NEWSZERO(日) 

newsevery(日)      1/20以降計 21件＊ 

内藤正典 

1956～ 

同志社大学教授 

『イスラム戦争』ほか 

中東支援戦地の難民寄り添う姿勢を／イスラム国の狡

猾の手段・安倍首相の支援演説は不用意・平和的な方

法で中東地域のプレゼンスを高め、地域の安定や不公

平是正取り込む要 

7件 

 2/16、4、/2ミヤネ屋(日) 、2/10Nスタ(T) 

2/4News23(T)、 2/2報道ステーション（朝） 

グッドモーニング（朝）  1/20以降計 21件 

板橋功 

1949～ 

公共政策調査会第 1 研究室

長（社会工学研究所を経て、

1992～公共政策調査会） 

イスラム国の日本分析、狡猾なシナリオ／安倍首相中

東訪問のタイミングを利用、日本人や政府に圧力・冷

静な反応は妥当で日本人の危険度は高まったが軍事力

行使には参加せず、周辺国人道支援が要 

15件 

2/16NHK視点論点 2/9 newsevery(日) 2/8報

道ステサンデー（朝）2/5、4情報プレゼンター

とくダネ（フジ）2/3N ews23(T) スーパーＪチ

ャンネル（朝）ワイドスクランブル(朝) グッド

モーニング(朝)、スーパーニュース（フジ） 

2/2 newsevery(日)、 とくダネ(フジ)、NHKお

はよう日本、 めざましテレビ(フジ)、 

日経スペシャル未来世紀ジパング（東京） 

1/20以降計 48 件 

B・カト

ゥ―リス 

米センター・フォー・アメリカ

ンプログレス上級研究員、 

1990～全米民主国際研究所

国際協調、団結を強める必要示した／イスラム国の目的

は日本人が恐怖することで、政府の対応に落度はな

い・日本の中東支援は独自で／米は有志連合のリーダ

 



職員（中東勤務） ーとしてシリア・イラクとの関係を強化、イスラム国

打倒は両国にかかっている・空爆だけで制圧は出来な

い 

池上彰 

1950～ 

フリージャーナリスト 2005

～ＮＨＫ記者経て 

過激派台頭イラク攻撃から始まった／全ては 2003 年

米ブッシュ政権のイラク攻撃から始まった・イスラム

国の狙いはヨルダン弱体化、日本は人道支援を続行・

日本を標的と宣言したことで、注意は必要だが過剰反

応は避けるべき 

 

シャシャ

ンク・ジ

ョン 

英王立統合軍防衛研究所上

級研究員 

（海外の識者は）解放に応じる気はなかったのでは／

イスラム国の狙いはプロパガンダによる権威誇示、有

志連合を乱すこと・現実には結束を固めた 

 

フ セ イ

ン・バー

ジュ 

トルコ・中東工科大学教授 （同）トルコは影響力失っている／イスラム国は力の

誇示を目的とし、イスラム教徒は無関係・今回の事件

は安倍首相の発言と関係があると網が日本全体を敵と

みなしたわけではない 

 

郭憲綱 中国国際問題研究院長 （同）人質拘束の危険中国も同じ／イスラム国は最も

残忍なテロ組織・日本は中国と団結しての協力強化が

必要 

 

中村研一 

1948～ 

北海道大学名誉教授 

1977～北大助手経て 

（専門家の見方）衝撃的な映像で劇場的な状況を創出  

松野良一 

1956～ 

中央大学教授（1982～朝日新

聞社、1992～ＴＢＳプロデユ

ーサー、2003～中央大学助教

授 

（同）イスラムがコワいという印象を植え付けた可能

性、日本政府は交渉を試みたが届かなかった 

 

春名幹男 

1946～ 

早稲田大学客員教授 

（共同通信社、名古屋大学教

授） 

（同）昨年の 10月以来、政府は事態の推移を把握して

いたのか・安倍首相のカイロの演説は慎重な評言にす

べきだった 

 

香山リカ 

1960～ 

精神科医、立教大学教授 （同）イスラム国の問答無用に徒労感、相手の意思を

尊重することの大切さ失う不安 

 



田中浩一

郎 

1961～ 

日本エネルギー経済研究所

中東研究センター長（1989

～在イラン日本大使館専門

調査員、中東経済研究所を経

て、2005～日本エネルギー経

済研究所） 

後藤さん利用についてイスラム国内部での違いがあっ

たのでは。女死刑囚開放が焦点になった以後日本ので

きることは限られていた 

 

 

12件 

2/12スッキリ（日）、2/11ワイドスクランブル

（朝）、2/8サンデースクランブル（朝）、 

2/5 Oha4NewsLive(日) 

2/4、2 NewsZero(日)、2/4Ｎスタ(T)、

newsevery(日) 2/2ミヤネ屋（日）、モーニング

バード（朝）NHKおはよう日本、 

Oha4NewsLive(日)         1/20以降計 39件  

黒木英充 

1961～ 

東京外国語大学アジア・アフ

リカ言語文化研究所教授（同

研究所助手を経て） 

日本政府の大きな過ちは、二人の拘束を知りながらイ

スラム国と闘う国々を支援するとの安倍首相の演説、

思慮に欠けたこと、テロという言葉でひとくくりにす

る危険性がある 

 

（参考）2/8ＮＨＫ日曜討論 2/2Ｎスタ（Ｔ） 

 2012～14ＮＨＫ視点論点 4回登場 

毎日 

 

 

 

 

社説  の非道を忘れない／時代錯誤の狂信集団・政府対応の

検証が必要 

 

海保真人 毎日新聞外信部長 経験則通じない狂気・安倍首相のイスラム国包囲網支

持、財政支援表明が敵対行為とみなされ報復された 

 

青山弘之 

1968～ 

東京外国語大学教授 正しい中東像を見分けよ／イスラム国の人質の目的は

宣伝と交渉カード・身代金の二つが混在し、最後の声

明では無差別テロに日本人が巻き込まれる危険が大き

い。中東全体が危険なのではなく中東との協力関係強

化の必要がある 

 

 

 

 

                    

 ＊上記朝日新聞の項参照  

茂田宏

1942～ 

岡崎研究所副理事長（外務省

国際情報局長、駐イスラエル

大使経て2002～2004元国際

テロ対策担当大使） 

外交の力で弱体化を図れ、テロには毅然と拒否、従来

の日本の中東政策を維持し、被害への備えとテロ国際

協力が重要 

 

 

 

          



伊藤哲郎 

1948～ 

東京大学客員教授 

（警察庁、警視総監を経て内

閣危機管理監）『国家の危機

管理』ほか 

国家観に沿う対応必要、被害者の救済・危機原因の除

去・被害拡大の防止・被害国のガバナンス維持の優先

順位、国民の歴史観・国家観に合致の要、今回の対応

の検証と教訓が要 

 

ニコラ・

エナン 

フランスジャーナリスト 

（2014 年イスラム国に拘束

されて解放された） 

日本側のテロに屈しない態度を変えないことの大切

さ、日本側に交渉の手立てなどヨルダンに頼らざるを

得なかった、イスラム国に交渉の真剣さが見えなかっ

た 

 

 

 ジャーナリスト、ボラテイア

団体、弁護士など 

ジャーナリスト池上彰、中井裕真、豊田直己、常岡浩

介、五十嵐栄子、弁護士杉浦ひとみによる後藤氏との

交流の思い出など 

 

東京 

 

 

 

社説   絶対に許せぬ蛮行／理も情も通じないテロ・空爆支援

の否定は当然・政府対応の検証の必要 

 

石川保典 東京新聞ヨーロッパ総局長 非軍事有志国も標的、対テロ戦争に関与は市内の国民

の命を危うくする 

 

臼杵陽 

1956～ 

日本女子大教授 2005～ 

1984～在ヨルダン日本大使

館専門調査員、佐賀大学、国

立民族博物館教員を経て 

（識者の見方）事件の発端は、安倍首相のイスラム国

対策の財政支援発言で、中東イスラム世界でのイメー

ジ悪化 

 

国枝昌樹 

1946～ 

1970～2010 外務省。エジプ

ト、イラク、ヨルダン大使館

経て、1990イラク大使、2006

シリア特命全権大使等） 

（同）イスラム国領内は危険、他でも何が起こるか分

からず常識が通じない 

9件 

2/13、12、10、6、4、ワイドスクランブル(朝) 

2/11、6、スーパーＪチャンネル（朝）2/5いっぷ

く（Ｔ）2/3ひるおび（Ｔ） 1/20以降計 30件           

天木直人 

1947～ 

Cloud partyJapan共同代表 

1969～2003 外務省。マレー

シア、墺、カナダ公使等経

2001レバノン大使 

（同）事件は、米国の誤った中東政策のツケ、欧米の

旧帝国主義とイスラム国にもくみせず、武力行使はと

らないのが唯一の道 

 

青山弘之 東京外国語大学教授 （同）冷静に対応すべきで、中東が危険だと一般化す

るのは、イスラム国の思うツボ、国内テロ脅威は直接

 

 



的ではない              

＊上記朝日新聞の項参照     

赤旗 

主張  国際的結束でテロ組織包囲を／「イスラム国」の蛮行・

戦争する国にしない 

 

声明 志位和夫委員長 過激武装組織「イスラム国」による蛮行を糾弾する／

無法なテロ行為を断固糾弾・国連安保理決議に基づ

き国際社会が結束・政府対応の検証が必要・事件に

乗じた自衛隊支援、邦人救出の自衛隊派遣は許され

ず 

 

青山弘之 東京外国語大学教授 恐怖心を与えるのが主目的、イスラム教徒をめぐる社

会的政治的問題、過激派生む土壌考える必要 

 

          ＊上記朝日新聞の項参照 

宮田律 現代イスラム研究センター

理事長 

「イスラム国」の要求の変化は、最初から日本と交渉

のつもりがなく、有志連合の足並みを乱そうとしたの

ではないか 

 

小倉英敬 

1951～ 

神奈川大学教授 

元在ペルー日本大使館一等

書記官 

 

「イスラム国」は日本の「十字軍」参加を敵視、救出

に軍隊投入は機能しない。現地の事情に通じた交渉、

外交政策で国際的信頼を高めるのが政府の責務 

 

 ジャーナリストほか フリー・ジャーナリスト安田純平、ＮＰＯ日本イラク

医療支援ネットワーク事務局長佐藤真紀、フォトジャ

ーナリスト豊田直己、ジャパンプレス代表佐藤和孝 

 

 

＜第 2表＞            「イスラム国」人質後藤健二氏殺害報道テレビ番組に出演した主な「専門家」概要（内野光子作成） 

 所属・主要著書 略歴 テレビ出演件数（月日・番組名・局名 2/2～16） 

2015/1/20～2/16合計件数 

大野元裕 

1963～ 

公益財団法人中東調査会客

員研究員 2010.4～ 

民主党参議院議員 2010～ 

 

1989～在イラク、アラブ首長国連邦日本国大使館専門

調査員、中東調査会非常勤研究員、1994 外務省国際

情報局専門分析員、在カタール日本国大使館専門調査

員、在ジョルダン、在シリア日本国大使館、日本国大

4件 

2/12ミヤネ屋｛日｝、2/8新報道 2001 

2/7 ウェークアップぷらす、モーニングバード

（朝） 



使館一等書記官、2004.4～中東調査会上席研究員 1/20以降計 11件 

岡本行夫 

1945～ 

岡本アソシエイツ代表取締

役 

1968～1991外務省、北米第一課長で退官、橋本内閣以

後、総理大臣補佐官など政府内要職、企業アドバイザー、

顧問など、2012～マサセッツ工科大学シニアフェロー 

（参考）2/8ＮＨＫ日曜討論 

金谷美紗 公益財団法人中東調査会研

究員 2012.12～ 

2009.6外務省国際情報統括官組織専門分析員 5件 

2/10、4、2newsアンサー（東） 

2/2未来世紀ジパング（東）、めざましテレビ（フ）

1/20以降計 24件 

黒井文太郎 

1963～ 

フリー・ジャーナリスト 講談社を経て、ニューヨーク、モスクワ、カイロなど拠

点に取材 

13件 

2/16、11、3ワイドスクランブル(朝) 

2/15、8サンデースクランブル(朝) 

2/15報道ステーションサンデー(朝) 

2/13、10、2グッドモーニング、2/12スッキリ、

2/11ミヤネ屋、2/9ひるおび、2/4いっぷく（Ｔ） 

1/20以降計 35件 

高岡豊 

1975～ 

公益財団法人中東調査会上

席研究員 2014.5～ 

『現代シリアの部族と政

治・社会』 

 

2000 上智大学大学院外国語研究科博士課程前期修了

後、在シリア日本国大使館専門調査員 2003中東調査会

非常勤研究員経 2006.10 中東調査会研究員 

17件 

2/16、5いっぷく（Ｔ）、2/11ニュースすぽると

（フ）、2/9news23 （Ｔ）、2/ 7あさちゃんサタデ

ー(Ｔ)、2/6めざましテレビアクア（フ） 

2/6めざましテレビ（フ）、2/4 、2 News23 （Ｔ）  

2/4 Nスタ（Ｔ） 、NHKおはよう日本 

2/3 Oha4NewsLive(日)  

2/2  ZERO（日）、スーパーＪチャンネル（朝）、

Ｎスタ（Ｔ）、とくダネ（フ）、モーニングバード

(朝)             1/20以降計 69件 

高橋和夫 

1951～ 

放送大学教授 1992～ 大阪外国語大学卒、コロンビア大学博士号取得、1885

年放送大学助教授（湾岸戦争前にフセイン大統領と面

会） 

22件 

2/16、9、5 NHKおはよう日本  

2/15 Mr.．サンデー（Ｔ） 

2/14新情報 7days(T) 2/11、6ミヤネ屋（日） 



2/11あさチャン（T）  

2/ 10、3、2 News23 （Ｔ）  

2/10、6、5、4、3ひるおび （Ｔ） 

2/8新報道 2001（フ） 

2/6スパーニュース(フ)  

2/4ニュースＪすぽると（フ） 

2/4スーパーＪチャンネル（朝)  

2/2スーパーニュース（フ） 

2/2グッドモーニング（朝）   

1/20以降計 83件 

常岡浩介 

1969～ 

フリージャーナリスト 早稲田大学卒、長崎放送、アジアプレス経て 2/15サンデースクランブル（朝）、2/10グッドモ

ーニング(朝)、2/8新報道 2001（フ）、2/7報道特

集（Ｔ）、2/2いっぷく（Ｔ）、あさチャン（Ｔ） 

      1/20以降計 43件 

保阪修司 

1957～ 

 

 

 

 

日本エネルギー経済研究所

副センター長 

『新版オサマ・ビンラディ

ンの生涯と聖戦』『サウジア

ラビア―変わり行く石油王

国』 

 

慶応大学大学院修士課程修了。1975日本石油入社、2001

中東経済研究所、2005 日本エネルギー経済研究所研究

主幹、在クウェート日本大使館、在サウジアラビア日本

大使館勤務を経て 2006年近畿大学教授 

 

 

5件 

2/ 8 報道ステサンデー(朝) 

2/7報道特集（T） 

2 /4スーパーＪチャンネル（朝)  

2/2 NHKニュースウォッチ、 NHKニュース 7 

1/20以降計 35件 

宮家邦彦 

1953～ 

キヤノングローバル戦略研

究所研究主幹 2009.4～ 

東京大学法学部卒業後、 1978～2005外務省。 

2004.1 在イラク日本国大使館兼在ヨルダン日本国大使

館公使、大臣官房参事官を経て退官、AOI 外交政策研

究所代表 2006.10～2007.9首相公邸連絡調整官 

16件 

2/16、10ミヤネ屋 2/12モーニングバード(朝) 

2/11、2ワイドスクランブル(フ）2/11、9、5、2

ひるおび(T)、2/10 NHKNewsweb、報道ステー

ション(朝)、 2/9新報道 2001（フ）、2/7報道特

集(T) 、2/4スーパーニュース（フ） 

2/2ワールドビジネスサテライト（東京）、Ｎスタ

(T)  



1/20以降計 37件  

宮田律 

1955～ 

現代イスラム研究センター 静岡県立大学助教授を経て『イスラムの人々はなぜ日本

を尊敬するのか』『世界を標的にするイスラム過激派』 

7件 

2 /9 ミヤネ屋（日） 

2/5ワイドスクランブル（フ） 2/4news every(日)、

2/5、2スッキリ（日）、2/2 news23（Ｔ）、ZIP 

1/20以降計 50件  

吉岡明子 

1975～ 

日本エネルギー経済研究所

主任研究員 

 2/8ＮＨＫ日曜討論、2/3Ｎスタ 

1/20以降計 14件 

横田徹（43歳） フリーカメラマン  8件 

2/15 サンデースクランブル（朝）、2/14新報道７

days（Ｔ）、2/13、12、11、4、2ワイドスクラン

ブル(朝)、2/4スッキリ（日）1/20以降計 41件 

（注）略歴、生年などは、とりあえず、ウィキペディア、所属団体ＨＰ、国立国会図書館著者名典拠データなどにより、また、出演テレビ番組については、 

   私のメモと多くは「出演者別」のサイトにより作成した。件数は、湯川・後藤氏二人の映像と共に「イスラム国」からのネット上に流された 2015

年 1月 20日を起点とし、2月 2日後藤氏が殺害されたという「イスラム国」情報が流された以降については、日付と放送番組名を記した。 

 


