Adults in Scouting

日 枝

世の中の人は私の会社人生が順風満

帆だったようにいいますが、そんなことはあ
りません。本当にいろいろありました。
――組合を作ったそうですね。
日 枝

当時のフジテレビは「女子 25 歳定

年制」がありました。こういう会社を変える
には組合がなければダメだと思い、組合活
1937年、
東京生まれ
早稲田大学教育学部社会学科
卒業
88年株式会社フジテレビジョン
代表取締役社長に就任。

――それで当時の経営者に睨まれて飛ばさ
れた、とか。
日 枝

飛ばされたのは事実ですね。でも腐

2001年、同代表取締役会長、

りませんでした。 むしろ「よっしゃ、やって

08年には株式会社フジ・メディ

やろう」と燃えたんですがね。 そんな意欲

ア・ホールディングスの代表取締
役会長を兼任。
ほかに
（財）彫刻の森美術館理
事長、
（ 公財）東京都歴史文化
財団理事長、東京文化会館館
長などを歴任。

が伝わると仲間もがぜんやる気になる。僕
にとってはプラスでした。
そして、42 歳の時に編成局長になりまし
た。前任もその前も皆視聴率が稼げない責

1950年ボーイスカウト東京第

任を取らされていなくなっていた。これで

32隊入隊
（後の千代田第２団）
。

俺のサラリーマン人生は終わりだな、と思

菊スカウト進級の後、
隊長も務め、
昭和63年度まで団委員を務める。

いました。どうせ終わるなら思い切ってやり

現在、東京連盟維持財団理事。

たい事をやろうと割り切ったんです。

日本連盟副理事長。

――そして、
「楽しくなければテレビじゃな

1998年藍綬褒章受章
（ひえだ・ひさし）

ボーイスカウト関係著名人インタビュー

い」をキャッチフレーズに改革に乗り出した
んですね。
日 枝

日枝 久
株式会社フジテレビジョン

動をして、結果、書記長になってしまいました。

長年ダメだなと思ってきたことを全

部見直しました。 視聴率表を貼り出す慣行
をやめたり、多かった稟議書も印の数を少
なくしました。会議も思い切って減らしまし
た。どんどん制約もなくしました。「オレた

代表取締役会長

ちひょうきん族」などが若者に受けると、社

1980 年代より「楽しくなければテレビじゃない」のキャッチフレーズととも
に、現在の活気あふれるフジテレビを作り上げた立役者である日枝代表取
締役会長。 なんと氏は菊スカウトまで進級したのち隊長も務め、団委員ま
でなさったという、根っからのスカウトでもありました。

内に「うちって、できるんだ」というムード
が広がっていきました。 社内のあちこちで
眠っていた才能が、ぐぐぐっと出てくるの
を感じましたね。番組作りの現場に対して、
規制なんてない、挑戦できるんだ、という
意識を植え付けた。「楽しくなければテレビ

――日枝さんはフジテレビで活躍されて
社長になり、今は会長を務めておられます。
なぜテレビ局に入られたのですか。

段階のテレビ受像機を組み立てていました。
「これからの時代はテレビだぞ」などと言

じゃない」というのはもともと、社内に向け
たキャッチフレーズだったんです。見られる

われていた。そしてある日、運命的な一日

番組というのは楽しいし、面白いんです。

小学生から大学生までスカウティン

が訪れました。 夏休みのある日に、ふと大

――若者や女性の支持を得てフジテレビは

グをやり、隊長も務めていました。 大学で

学のキャンパスに行き、イチョウの木の下

黄金期を迎えることになったわけですね。と
ころで、ボーイスカウトの経験がなければ、

日 枝

は教職課程も取っており、学校の先生にな

のベンチにまどろんでいました。すると通り

るか、ジャーナリストになるか考えていまし

かかった先生から、フジテレビが採用を始

そうした日枝さんの成功はなかったと思い

た。 教育実習に行った時でした。 生徒たち

めるが、実習を受けるのが応募条件で、そ

ますか。

がなついて、部屋に遊びにくるようになりま

の実習に行ってみないかと声をかけられた

日 枝

した。 夏の暑い日にアイスを買ってこさせ

のです。人生、運命の一日というのは本当

入ってボーイスカウトの経験が生きました。

て皆で食べたりしていました。 するとある

にあるのだな、と歳を取った今になってつく

スカウティングの班組織は会社組織の縮図

日、職員室で怒られたんです。教育者の態

づく思います。 あの日、大学に行っていな

です。 その班の中でチームワークやリー

度ではない、と。職員室の雰囲気は嫌いで

ければフジテレビとの出会いはなかったで

ダーシップの体験を通じて自然に学んだわ

したね。

しょう。

けです。 班長はいろんな性格のスカウトた

――それで教員はやめたのですか。

――フジテレビでは若 い 頃からいろいろ

ちがいる班員のマネジメントをやらなけれ

あったようですね。

ばいけない。 隊長は班ごとを競争させな

日 枝

友人の兄が理工系で、当時まだ実験

SCOUTING No.688 2012-3
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