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問い

1980年代以降のサラリーマン向け雑誌は、何を語り、どのよう
に機能したのか
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問い



本研究の背景

◆ 近代日本の上昇アスピレーション：立身出世主義
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◆ 昭和50年代における立身出世主義の終焉（竹内 2005: 226-40）

・『西国立志編』（サミュエル・スマイルズ）、『学問のすすめ』（福沢諭吉）
→立身出世の焚きつけ読本であった（竹内 2005: 11; Kinmonth 1981＝1995 ）。

・『穎才新誌』『成功』『実業之日本』等の青年向け雑誌
→立身出世の文化的な媒体（竹内 1978; Kinmonth 1981＝1995）

① 「上昇移動を立身出世として劇化」していた都市と農村の格差の縮小
により、都市で出世して地元に錦を飾るというドラマ性が低減したこと

② 「豊かな社会」の到来により、競争から脱落すると人生が転落すると
いうダーウィニズム的世界観が崩壊したこと

・「修養」の意味を含んでいた。
「修養は、いまの平凡な仕事をまじめにやることが、将来、人に認められるし偉く
なる道でもある、『徳』は『得』（立身出世）になるといって希望をあたえた。だ
が、同時にたとえ立身出世できなくとも人格や人物を磨いた満足感と爽やかさの大
事さを教える癒しの文化であった。」（竹内 2005: 221）
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本研究の背景

サラリーマン向け雑誌も多く創刊され、部数を伸ばした。
特に『BIG tomorrow』及び『プレジデント』は発行部数が多かった。
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資料）『出版指標年報』より作成
出典）藤竹暁『図説 日本のマスメディ
ア』（2000, NHK出版: 167）より転載



先行研究
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◆牧野（2012）：
『プレジデント』『日経ビジネスアソシエ』『THE21』の3誌が対象。いわゆる「ポスト
近代型能力」（本田 2005）の実証的研究のため、この3誌の1996年から2011年の記事の
うち、「力」という語がタイトルに含まれる特集記事を抽出。後期フーコーの議論に依拠
しながら、「自己のテクノロジー」概念に忠実に分析を行い、ビジネス誌が啓発する「力
」が「自己の望ましい在り方」に影響を与えていることを論証した。

①比較的短い期間における内容分析に作業が限定されている。

残された課題

②メディアを受容する側の態様が分析の対象になっていない。

③「立身出世主義」との関連において、現代におけるサラリーマン雑誌がメディア史的に
どのように位置づけられるのかということが明らかにされていない。



『BIG tomorrow』と『プレジデント』

『BIG tomorrow』
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・1980年創刊

・80年代後半には約70万部

・「円錐形の底辺にいる」ような20代若手サラリーマンが対象読者（『プレジデント』1985年3

月号：210-11）

・人付き合い、仕事術、金儲け、女性の口説き方等に関する実用的な観点から、若者の一
日の体験を情報化(『政界往来』1986年5月：203-04)

『プレジデント』

・1963年創刊

・米国の雑誌『FORTUNE』の翻訳記事を中心に展開していたが、部数が低迷

・70年代末に、日本的経営の強みを意識して歴史特集を展開

・80年代には20万部

・「仕事と人生に意欲的な四十代のビジネスマンで、大企業の部課長クラス、中小企業な
ら経営者」が対象読者（『新聞研究』1987年1月:20）



1980年代
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『BIG tomorrow』

青春出版社社長小澤和一：
「ためになる、すぐ役立つ情報と知識こそ、
社会が求めている最大公約数だ」（塩澤 2003：
578）

日本経済新聞1985年5月29日朝刊：
「モノをカタログ的に羅列したり、小綺麗な
生活モデルを列挙してみても、実際に社会の
中で人間関係に悩みながら向上していこうと
している若い人たちには、真の意味でリアリ
ティをもつことができません。どうしたら
もっとよく生きられるか、そのためにはどう
考えたらよいか。実践的なHOW TOの情報だ
けが、ライフスタイルを超えて受け入れられ
るのです。」



1980年代
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◆記事タイトルの例
・ 苦手な相手でも3分間で思い通りに動かせる 山梨医大・渋谷助教授の心理説得法(1986年11

月号)

「楽して出世しよう」という発想

立身出世主義を支えた精神的態度の一つである「修養」とは全く異なる。
「修養は、いまの平凡な仕事をまじめにやることが、将来、人に認められるし偉くなる道でも
ある、『徳』は『得』（立身出世）になるといって希望をあたえた。だが、同時にたとえ立身
出世できなくとも人格や人物を磨いた満足感と爽やかさの大事さを教える癒しの文化であっ
た。」（竹内 2005: 221）

・ 『同期入社の出世グループを分析してわかった昇進に絶対必要な，この極秘ワード』－横山
教授(帝京女子短期大学)の心理話法の秘密法則(1987年12月号)

・ この遊泳術を知らないと大損する サラリーマン痛快な生き方『タテ割り社会を横割りに
らくらく生き抜くオレの方法』（1984年10月号）

・ 仕事ができないのに可愛がられる奴できても嫌われる奴の違い『トク人間、損人間の人望研
究』（1985年2月号）

・ 誰からも憎まれない処世の知恵『世渡り上手、世渡りベタの人間』このウソ術がうまくない
と世の中ラクに生きられない（1986年5月号）



1980年代
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・ 私ねえ、会社に入って2年目なんだけど、最近フッと思うことがあるんだ。それは
ね、生きとし生ける者、みーんな死に向かって歩いてるんだっていうこと。それ考え
たら、何で会社なんかで、他人のために、お金稼ぎのために、毎日毎日残業してあく
せく働かなきゃならないのかなと思って……。（1983年4月号: 78）

◆ 一生懸命働くことへの疑問

『BIG tomorrow』読者投稿欄

・ 会社に入ってから、1年近くなりました。必死で頑張ってきたし、自分でもそれなり
に成績を上げてきたと思っています。だけどなんだか虚しい気分になっているんです。
生活が単調だからなのか、仕事自体にはもともと興味がないからなのか……。（1984年
3月: 76）



1980年代
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編集長山本憲久：
司馬遼太郎の歴史小説が中高年層から人気を得ていることからヒントを得て、歴史

上のリーダーから日本的経営の強みを探る特集を軸に紙面を展開する（『政界往来』 1
986 「日本的ビジネス誌を編み出したパイオニア」7月号pp.76-87.）

『プレジデント』

◆記事タイトルの例

・ ――英雄の条件――臆面もない向上心が秀吉を天下人に押し上げた（1981年2月号）

・ 家康に天下を取らせた『切れ者』父子――父・本多正信は二代将軍を補佐し、子・正
純は大御所家康の懐刀となって実権を握った（1983年6月号）

・ なぜ山本五十六は愛惜されるか――日本海軍の象徴として今に名を残す男の実像を
探る（1984年1月号）



1980年代

11



1980年代
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（『週刊朝日』1986年7月18日号「『出世雑誌』で出世できるか」）

「幻想を買うんでしょう。」
「おべっか使ってぶら下がっている層の悲しい雑誌という感じがしますね。」
→『プレジデント』が想定しているようなエリートは20万人もいるのだろうかという疑問

◆同時代的な言及

（佐高信『出版ニュース』「ビジネス雑誌に何が欠けているのか―胃にもたれるサクセスストーリー
」 1985年2月）

「もう、ほとんど限られた数しか『リーダー』にはなれないのに、あたかも多くのビジネ
スマンがそれになれるかのように“自己暗示”にかける。」

「団塊の世代の活性化に関する調査研究」（雇用促進事業団雇用職業総合研究所: 1986）

→7割以上の企業が「ポスト不足が深刻化している」と回答

「幻想」としての立身出世物語



1990年代
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◆基本的な方針は80年代と変わらず

『BIG tomorrow』

◆90年代半ばから、副業や投資の情報が増える
（94年に創刊以来の編集長西村真が退任）

『BIG tomorrow』読者投稿欄

◆労働条件の悪さを嘆く

・ 今年で29歳になるサラリーマンだけど。ある空調会社の下請け外注社員として働いて、もう3年
になるのにさ。給料が１円も上がんないのよ。前にいた会社より金がいいって話なんで転職したの
に。部長にも直訴してんだけど、全然反応なくてさ。”バブルがはじけちゃって……”とか理由くっ
つけてゴマかそうとすんだよな。（1992年12月号: 88）

・ オレ、コンピュータ・プログラマーをやってて５年目になるけど、残業がハンパじゃなく多い。
多すぎて、マジで死にそうなんだ。表向きの勤務時間は朝8時半から午後5時半ということになって
いるけど、実際は毎日家に帰るのが夜中の12時や1時。月末ともなると明け方の3時や4時、ヘタす
りゃ朝の6時まで会社にいるなんてザラさ。そんな生活をもう3年くらいも続けているんですよ！こ
んなにやってるのに、残業代はスズメの涙。月35時間分までは出すことになってるったって、それ
以上はサービス残業ですよ！（1997年12月号: 78）



1990年代
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神田久幸編集長：
企画のとり上げ方を大幅に変えたのは、読者が高齢化し、定着してしまったからです。

このままだと5年後、10年後を考えたとき、若い年代に関心をもたれなくなると……。…
…歴史上の人物をとりあげるにも、いまとり上げる必然性がないと、なかなか納得してく
れないわけです（苦笑）。毛利元就や徳川吉宗など、テレビの大河ドラマにひっかけてい
るのも、読者に評判がいいからです。

『プレジデント』

◆基本的な方針は80年代と変わらず

◆90年代半ば頃からリニューアルを模索し始める

……人物の表紙はインパクトがあり、その人物を通して政治、経済、文化等を切りとって
いたのですが、歴史上の人物だけですと回顧主義ととらえられ、若い読者をつかめない。
そこで97年1月号から、国民的に知名度があり、タイムリー性のある人物で飾るようにし
ました。（『政界』1997年6月: 72-73）



1990年代
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2000年代
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『BIG tomorrow』

◆副業や投資等を扱うマネー情報誌に

部数を落とす。2005年には10万部を下回る。そして2018年1月号をもって休刊。



2000年代
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『BIG tomorrow』読者投稿欄

◆ 創刊以来強調していた「読者との双方向性」の消失

→『雑誌新聞総かたろぐ』の紹介欄に記載されていた「表紙に、読者と編集部を結ぶ直通
電話番号を刷り込み、読者と編集部のナマのコミュニケーションをはかる雑誌で、読者と
の共同制作誌ともいえる。」という説明文が、2002年以降削除。

◆ 「相談」という形式ではなくなる。

◆ 人間関係やコミュニケーションに関する悩みを例外として、「職業生活における他愛
のない逸話の報告」が主流に。

→ 優秀な同僚の処世術の紹介、変わり者上司のエピソード、同僚の失敗談、仕事がうま
くいったエピソード等。自分ではなく他人のエピソードが多くを占めるようになる。



2000年代
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『プレジデント』

◆ 2000年3月号を境に紙面構成を大幅にリニューアル。

◆ もはや歴史特集を行わなくなる。

◆ 具体的なビジネススキルや対人関係技法を中心に扱うようになり、記事を執筆する人
物の肩書は、人文系の学者や作家に取って替わり、心理学者やコンサルタントが多くを
占めるようになる。

◆ 鈴木勝彦編集長：
2000年の頃、当時の編集長は「記事を作るにあたって、テーマは半径5メートル以内に落

とせ」というように言って作っていました。要するに「そのテーマがその人にいかに関係
しているか、ということが分かるような形でテーマ設定する」ということです。それが私
が編集長になって感じたのは、5メートルよりさらに狭まってきているということです。…
…いま、わたしたちの間でよく言われているテーマがあって、ひとつは「お金」、もうひ
とつは「心理学」。そしてさらにひとつが「ビジネススキル」なんです。要するに自分自
身の問題をテーマにしていることが多い。これは時代の必然なんだろうと思っています。
（産業能率大学総合研究所、2016、「インタビュー特集プレジデント編集⻑鈴⽊勝彦⽒」https://www.
hj.sanno.ac.jp/cp/feature/201612/02-02.html））



2000年代
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◆記事タイトルの例

・『謝り方』のお手本 効果満点！ 仕事の場面別『頭の下げ方』ガイド（2013年11.18号）

「幻想」の次元ですら立身出世の物語を語らなくなり、ビジネススキルという「情報」
を発信するようになった。

インターネットメディアの登場により雑誌全体の部数が下落していく中でも、20万部弱
の発行部数を現在もなお維持している。

・勝利の『奥の手』ビジネス心理学（ 2000年4.30号）

・気配り達人ファイル（2010年12.13号）



2000年代
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◆ 2000年代は、『プレジデント』に限らず他のビジネス誌等もコミュニケーションスキ
ルを中心としたビジネススキルを扱うようになった年代。

◆ 経済情報中心の『日経ビジネス』の姉妹雑誌として、ビジネススキルに特化した『日
経ビジネスアソシエ』が2003年に創刊される。

◆ 経済情報中心だった『週刊ダイヤモンド』、また総合情報誌である『AERA』や『SP
A!』が、職場の人間関係に関する記事を頻繁に扱うようになる。

◆ 大宅壮一文庫の索引 をみてみると、「サラリーマン－サラリーマン一般－交際」に
分類される記事の数は、80年代が合計227件、90年代が合計345件であったのに対し、2
000年代は合計1165件と大幅に増加している。（1987年までのデータについては『大宅壮一文庫雑

誌記事索引総目録』（1985）及び『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録 : 1985-1987』（1988）を用いた。1988年
以降のデータについては『Web OYA-bunko 教育機関版』を用いた。）

コミュニケーションスキルを磨くことによる上昇アスピレーション
は存在している。



おわりに
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修養 技術的
処世術

ポスト不足 語彙の
リソース

明治初期
（Kinmonth
1981=1995）

△
（品行主義）

× × ×

明治後期～昭和
初期（Kinmonth

1981=1995; 竹内
2005）

〇 〇 〇 ×

昭和中期（牧野
2012）

〇 △ △ △

1980年代～90年
代

×（若年層）
〇（中高年）

〇 〇 〇

2000年代以降
× 〇 〇 〇

（立身出世言説の内容） （社会背景）



付表
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（表１）「HOTLINE」における相談内容の割合（カッコ内は実数）

 人間関係や
コミュニケ
ーション 

自分の仕事
能力の至ら
なさ 

労働条件や
失業 

自己実現で
きないこと 

漠然とした
不安や人生
論 

その他 

81-84 31.4% 

(66) 

7.1% 

(15) 

11.0% 

(23) 

10.5% 

(22) 

19.0% 

(45) 

18.6% 

(35) 

85-89 21.7% 

(25) 

6.1% 

(7) 

12.2% 

(14) 

20.9% 

(24) 

14.8% 

(28) 

14.8% 

(15) 

90-94 22.0% 

(47) 

18.2% 

(39) 

21.0% 

(45) 

19.2% 

(41) 

7.5% 

(26) 

7.5% 

(16) 

95-99 24.0% 

(83) 

13.6% 

(47) 

27.5% 

(95) 

13.9% 

(48) 

5.2% 

(30) 

12.4% 

(42) 

00-04 31.1% 

(127) 

13.2% 

(54) 

15.7% 

(64) 

7.6% 

(31) 

2.9% 

(26) 

26.0% 

(106) 

05-09 32.6% 

(167) 

4.5% 

(23) 

2.7% 

(14) 

0.6% 

(3) 

1.4% 

(8) 

58.0% 

(297) 
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（図１）大学卒業者のうち「無業者」の占める割合
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（出展）『文部省年報』より作成



参考文献

藤竹暁 2000『図説 日本のマスメディア』NHK出版.
本田由紀 2005 『多元化する「能力」と日本社会―ハイパー・メリトクラシーの中で』NTT出版．
Kinmonth, Earl H. 1981 The Self-made Man in Meiji Japanese Thought: From Samurai to Salary Man. U

niversity of California Press. =1995 広田照幸ほか（訳）『立身出世の社会史―サムライからサラリ
ーマンへ』玉川大学出版部．

雇用促進事業団雇用職業総合研究所 1986 『団塊の世代の活性化に関する調査研究』
牧野智和 2012 『自己啓発の時代―自己の文化社会学的探求』勁草書房．
メディア・リサーチ・センター 『雑誌新聞総かたろぐ』
『プレジデント』 1985 「『泥臭さ』で大衆を掴んだ苦労人社長」3月号pp.210-219.
『政界』 1997 「ビジネスマンのエレガント誌『プレジデント』」6月号pp.72-75.
『政界往来』 1986 「日本的ビジネス誌を編み出したパイオニア」7月号pp.76-87.

― 1986 「ヤングに挑戦する生粋の雑誌職人」2月号pp.200-211.
『週刊朝日』 1986 「『出世雑誌』で出世できるか」7月18日号pp.123-130.
『出版ニュース』 1985 「ビジネス雑誌に何が欠けているのか―胃にもたれるサクセスストーリー」2

月号上巻pp.4-8
『新聞研究』 1987 「読者はいま何を求めているのか雑誌編集長七人の『読者観』」1月号pp.20-21.
竹内洋 1978 『日本人の出世観』学文社．

― 2005 『立身出世主義〔増補版〕―近代日本のロマンと欲望』世界思想社．

24


