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INTERVIEW

技術がどんなに進歩しても、
求められるのは「心に響く」コンテンツ
東京メトロポリタンテレビジョン会長

績好調の要因は。

後藤 個人的には好調だなんて思っ

ていないですよ。まだ、当然あるべ

き数字に至っていない。今の倍くら

いの数字になるくらいの目標でしか

るべきでね、まだまだですよ。

テレビメディアというのは、凋落

がささやかれていますが、それほど

衰退しているとは思いませんし、現

Photo= 山内信也

聞き手 = 古賀寛明

東 京メトロポリタンテレビジョ

ン（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）は、１９９
５年に東京エリアのテレビ局と
して開 局したが受 信 可 能 な世
帯の少 な さ や、経 営の混 乱か
ら、すぐに立ち行かなくなった。
開 局から２ 年 後、立 て 直し を
任されたのが、エフエム東 京 を
優 良 企 業に育て上げた後 藤 亘
氏。あ れから 年、将 来 を 模
索するキー局をしり目に、ＭＸ
テレビは快進撃を続けている。
その裏には何があったのか、現
在、会 長 を 務 める後 藤 亘 氏に
話を聞いた。

︱︱ ２０１５年度まで６期連続の

快進撃の裏のおおらかさ

破天荒な現場で結構！

20

増収で今期も順調のようですが、業

後藤 亘

ごとう
・わたる 1933年、
福島県生まれ。東北大学法学部を卒業後、
東和映画、
東海大
学超短波放送局
（FM東海）
を経て、
70年にエフエム東京に入社、
89年に社長就任。97
年から東京メトロポリタンテレビジョンの取締役社長を兼任し、
エフエム東京では2005年
に会長、
現在は名誉相談役。TOKYO MXでは、
取締役会長を経て、
10年から代表権
を持つ会長に就任。

78

どんな大企業も最初はベンチャーから始まった。創業者の思いが

企業をつくり、発展させる。時に足踏みをしたり大きく傷つくこともある。

しかし試練を乗り越えた時、企業と経営者はともに成長したくましさを増す。

在のトヨタの源流をつくった。喜一
郎には未来が見えていた。企業内起

①冒険②投機と書いてある。冒険も

広辞苑で「ベンチャー」とひくと

化により、社長辞任という苦渋も味

経営が悪化、さらには労働争議の激

まりなかった。それでも戦後になり

業だけに、資金繰りに困ることはあ

投機もリスクはつきもの。そのリス

わった。
ソニー創業者の１人、盛田昭夫も

田自動織機の経営を引き継ぐだけで

豊田佐吉の長男。佐吉が創業した豊

い。創業者の豊田喜一郎は織機王・

販売するトヨタ自動車も例外ではな

年間１千万台以上のクルマを製造・

井深大が、東京通信研究所を開設し

かった。しかし戦時中に知り合った

てきた。自らリスクを取る必要もな

い頃から当主としての帝王学を受け

舗。盛田はその 代当主であり、幼

年に清酒醸造を開始した老舗中の老

あえてベンチャーの世界に飛び込ん

も、事業家として名を残すことはで

たという新聞記事を読んで居ても立

んな大企業であっても、最初の第一

きたが、それでよしとしなかった。

ってもいられなくなる。井深と２人

だ人間だ。盛田の実家は、１６６５

モータリゼーションの始まりを予見

なら、世の中を変える面白いことが

［特 集］
我がベンチャー魂

し、社内に自動車部門をつくり、現

歩はベンチャーから始まった。

のがベンチャー経営者だ。そしてど

クを背負い、未知の世界に突き進む

豊田喜一郎と盛田昭夫

家業に飽き足らなかった

リスクテイクが
総論特別ではない
時代が到来した

今に輝く起業家15人のベンチャー魂を特集する。
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京セラ創業者・稲盛和夫

セコム創業者・飯田亮

できるはず。創業当初は資金繰りに

理だ」とひと言。これに切れた稲盛

出て行かなければならないと考えて

で終わるのだろうが、独立の種を探

いた。そんなある日、ヨーロッパ帰

中学入学から京セラを立ち上げる

していた飯田は違った。そこにビジ

が辞表を叩きつけると、それを知っ

までの間、稲盛が自ら決断を下した

ネスチャンスをかぎつけ、創業へと

苦しむことも多く、
実家の援助を度々

のは辞表を叩きつけた時だけだ。そ

つながった。ちなみに飯田家の次男

りの知人と食事をした時、海外には

れでさえ、腹に据えかねての行動で、

は居酒屋「天狗」のテンアライドを

た部下たちが、だったら一緒に辞め

喜一郎にしても盛田にしても、内

自ら望んだものではない。運命に流

創業、三男はスーパーマーケットチ

受けたが、盛田の直感が正しかった

なるベンチャー魂が自らを動かした

され続けた結果が、日本を代表する

ェーンのオーケーを立ち上げた。こ

警備会社があることを教えられた。

ということなのだろう。それに比べ、

ベンチャーにつながるのだから面白

う見ると起業こそが飯田家のＤＮＡ

ると集まってきたため、京都セラミ

京セラ創業者の稲盛和夫は、やむに

い。ただし、それは稲盛が不遇をか

ではないかと思えてくる。

ことは、今日のソニーが証明してい

やまれぬ思いで起業した。

こつながらも場面場面で全力を尽く

親がサラリーマンの家庭より、商

普通なら、
「そんな業種があるのか」

今でこそ、現代の経営の神様とし

していたからだ。どんな状況におい

売をやっている家庭のほうが起業家

ックを立ち上げることになった。

て多くの人の尊敬を集める稲盛だが、

ても稲盛は情熱を持って物事に正面

魂を育みやすい。
「零細企業で資金

る。

若い頃はすべてのことが思うように

から向かい合う。稲盛は情熱とは「寝

繰りに苦労する父の姿を見て、サラ

やむにやまれぬ思いで

は進まなかった。中学受験をするが

ても覚めても 時間、そのことを考

には結核で療養を余儀なくされ、卒

盛の人格を磨き、周囲に人を呼び寄

えている状態」だと言う。それが稲

もいるが、
「いつかは自分も会社を

リーマンがいいと思った」という人

現代版・経営の神様

失敗し国民学校高等科に入学。翌年
業までに４年を要した。医者を目指

せた。

外部からきた新任上司が「君では無

クスの研究に没頭し、頭角を現すが、

気持ちを切り替えて同社でセラミッ

ざるを得なかった。それでも稲盛は

落ち、赤字続きの松風工業に入社せ

就職も志望したところはことごとく

れも失敗し鹿児島大学工学部に入学。

手伝っていたが、いつかは独立して

飯田は学習院大学を卒業後、実家を

が、長男が継ぐことが決まっている。

実家は日本橋で酒問屋を営んでいた

とだった。飯田は５人兄弟の末っ子。

保障を設立したのは１９６２年のこ

飯田亮がセコムの前身・日本警備

食業を営んでいた。父親は幼い孫に

義の父親も佐賀県でパチンコ屋や飲

ソフトバンクグループ社長の孫正

などその代表的な例だ。

が醸成されていくのだろう。飯田家

知らず知らずのうちにベンチャー魂

いわゆる「親の背中を見て育つ」で、

経営したい」と感じるケースも多い。
して大阪大学医学部を受験するもこ

24

16

