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1980年代における雑誌『BIG tomorrow』の機能
―サラリーマン文化としての「処世術」に着目して―

日本マス・コミュニケーション学会秋季研究発表会
（於：江戸川大学、2019年10月26日（土））

谷原 吏
慶應義塾大学大学院社会学研究科 博士課程１年

日本学術振興会特別研究員（DC1）



問い

1980年代に70万部超の発行部数を有した雑誌『BIG tomorrow』
はいかなる機能を有したのか？
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問い

サラリーマンによる
知の参照形式の変化
及びその理由を捉える
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研究の背景

セグメント化された雑誌が、文化の担い手としての存在感を増していく
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注）部数は推定
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



研究の背景
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『POPEYE』『BRUTUS』（小森 2011）

『non-no』（石田 2015）

・ 80年代においてカタログとして機能した雑誌

・ 若者消費文化の文脈で論じられている

原宏之（2006）『バブル文化論』
「『おたく』が1980年代の裏面だとすると，表面はやはり『渋谷系』であ
る」（原 2006：134）

1980年代＝ファッション雑誌に媒介された消費文化



サラリーマンによる知の参照

5

『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。」



サラリーマンによる知の参照
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◆ 昭和30年代における大衆社会論

・大河内一男（1960）―中産階級文化の担い手としてのサラリーマン

・加藤秀俊（1957）―中間文化の担い手としてのサラリーマン

「時の国際問題、政治問題についてのダイジェストをいちおう常識として詰めこんでおくこと
は知識人としての興味を満足させるし、映画物語やゴシップ、流行語などを仕入れておけば、
同僚との『話題』にはこと欠かない。」（加藤 1957: 258）

・『中央公論経営問題』の創刊（1962）
―マーケティングや人材管理等の経営学知

「知識人」としてのアイデンティティをかろうじて保っていた

◆ 牧野（2015）による先行研究

・『中央公論経営問題』の後継誌『will』及び『プレジデント』
―1980年代においても、歴史上のリーダーから日本的経営の強みを学ぶ

40代以上の管理職・ビジネスエリートを対象とした雑誌においては
「知識人」的色彩が残る



サラリーマンによる知の参照
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『BIG tomorrow』の特殊性

・対象読者―20代の若手サラリーマン

・モノに関する情報を扱った雑誌との差異化を図り、「人間情報誌」を掲げ、
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するということをコンセプトにしていた（『政界往来』

1986年5月：203-04）

「円錐形の底辺にいる連中」すら、ビジネス生活上の情報が渇望された

「円錐形の底辺にいる連中だ。彼らは決して喚き立てたりしない。自己主張することもな
い。だが、物言わぬ彼らの数は圧倒的に多い。」（『プレジデント』1985年3月号：210-11）

「人間関係のトレーニング不足の青年が異次元の世界へ飛び込んで壁にぶつかった時に必
要な情報。それを網羅して提供しようというわけです。」［『読売新聞』1984年8月3日夕刊11面］



BIG tomorrow
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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。」



BIG tomorrow
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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)

通俗的な心理学を用いた技術的な処世術＝即物的な「知」

・ 『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）



BIG tomorrow
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◆『BIG tomorrow』の来歴

〇 青春出版社という文化

・「学びたくても学べない人へ」という創業時の熱い思いを機軸に、読者の心の糧となり、
人生の標石を見い出せるような出版を志しています。（青春出版社公式HPより）

・小澤和一と人生雑誌『葦』
戦後、家庭の貧困のため高校以上に進学できなかった「就職組」によって読まれ、書
かれ、心の拠り所とされていた

→ 1960年代以降、進学状況や労働環境の改善により衰退

→ 学歴エリートに対する屈折した思い

→ 人文知を通して内省し、「実利を超越した『真実の生き方』」（福間 2017：295）
を多く語った。



学歴エリートへの対抗

11

①学歴エリートへの対抗としての処世術

◆ 記事タイトル

・「学歴なんか役に立たなかった まわりを動かしてきたオレの秘密『人を引きつける46
の殺し文句』」（1985年1月号）

・「頭でっかちだけでは負ける 学校秀才、学歴なんて全く効力を失ってしまう『オレの
人心引き込み』の凄い秘密」（1985年4月）

◆ 記事内容

他人の面倒見がよいとか、思いやりのある人というのは、上司にも同僚にも愛され、いつの間にか
出世しているというケースがよくあります。成功の秘訣、出世の秘密というのは、一言でいえば、い
かに人に好かれたか、愛されたかに尽きます。どんなに頭がよく、毛並みや学歴がよくても、人に愛
される人間でなければ成功は望めないのが、日本の企業社会なのです。（1983年7月号 「”ここ”に気付く

だけで、たちまち変わる 人から愛される秘密」: 23，下線部引用者）

「学歴は関係ないよ。大切なのは要領、そしていかに上司に気にられるかだ！」と強調……学歴でも
実績でもない。それよりも、この調査で出世の切り札を「上下の関係をうまくやること」と答えた人
が380人中、357人（全体の94％）にも達する事実を知れば、いかにビジネス社会を泳ぎきるには”処世
術”が大切か、お分かりでしょう。（1988年8月号「”昇進、降格はここで決まる”というビジネスの現場報告「処世術の

持ち方で面白く成功する」ここで同期と大差をつけてきた380社の管理職のオレが持っている出世の秘訣」: 221-2，下線部引用
者）



1980年代サラリーマンの競争環境
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◆大卒の増加とポスト不足

・ 大学進学率の上昇に伴い、企業の採用においても大卒が増加していく。
―「金融・保険業」においては1986年に大卒の就職者数が高卒の就職者数
を抜きマジョリティとなっている。また、「公務」においても、1980年ご
ろから高卒と大卒の就職者数はほぼ同数となっている。（『文部省年報』）

「差異化」のために処世術が求められる構造

・ 低成長経済と、従業員の高学歴化・高年齢化により、ポスト不足が顕在化
していく。（八代 1987：100）

・ 「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



1980年代サラリーマンの競争環境
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◆ 諦めさせない競争構造（竹内 1995）

・ 選抜が小刻みであるが故に、日本企業における競争はきれいなトーナメントにはな
らず、小さな敗者復活が常に存在する。

学校歴に関係なく「自分も出世できるかもしれない」という期待が絶妙に維持される
構造が、1980年代当時のホワイトカラーには存在した。

・ 「昇進・昇格などの基準として学歴は考慮されるべきか」という質問に対し、およ
そ81％が考慮しないのが望ましいと回答している（竹内 1995: 177）。

・ 有名大学以外から出世している例も少なからずあり、受験をスタートラインと考え
た際の競争における、敗者復活の可能性の存在を確認している（竹内 1985：178-79）。

→ 「ノン・エリートにも競争意欲を持続させ、『エリート』に不安をもたせ競争を焚
きつける。相対的エリート競争やエリートなきエリート競争」（竹内 1995: 181）

・「状況的能力観」
―「個人の能力差は認めるが，それが状況によって異なっているとする能力観」（竹
内 1995：175）

「学校の時の能力と職場では違う」「係長の時は優秀でも課長となるとまたちがうか
ら」「誰でも出番はあるものですよ」（竹内 1995：174）という語りから導かれる。



心理学知の活用
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②米国的心理主義と功利主義的人間関係

◆ 記事タイトル

・ 全米で超人気の”成功のための教科書”つき合い下手な人ほど人に会うのが楽しくなる
「ウェイトリー博士の面白い10日間の方法」（1986年4月号）

・ アメリカのビジネス界で大反響の人間戦略 上司、同僚、部下をタイプ別にしたら思
い通りに動かせた「ボルトン博士のソーシャル・スタイル理論」（1986年5月号）

・ アメリカで人気爆発のつき合い学システム術 人付き合いってこんなに楽しいものか
「ニーレンバーグ博士の愉快な心理訓練」（1986年7月号）

・ 心理学を応用した瞬間話法の威力 全米の一流企業が続々と採用！「会って４分間で
相手があなたに惚れ、言う通りに動くエルシー博士の心理マジック」（1987年8月号）

◆ 記事内容

「力さえあれば、誰に頼らなくても…」そんな考えでは甘すぎる。利用できるものは利
用する。他人を踏み台にするくらいの気持ちがあっていいのです。アメリカ・ビジネス界
では、もはや常識の実践術！！……「ビジネス社会では、自分の力だけでは勝ち残れませ
ん。能力や学歴がなくても、他人の力をうまく利用できる者が、認められていく仕組みに
なっているんです」（経営評論家・手塚正太郎氏）（1986年4月号「他人のパワーを利用すれ

ば自分の実力は何倍にもなる『ハーバード式・遊泳術』」: 114）



まとめ
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①青春出版社の戦略
―モノ情報を中心とした雑誌との差別化志向から「人間関係に悩む若者」へ
着目

◆ 技術的な処世術という即物的な「知」が語られた力学

②「学歴エリートへの対抗」という青春出版社のマインド

④米国由来の心理学的知見という語彙のリソース

③日本企業における「諦めさせない競争構造」



BIG tomorrowのその後
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◆ 90年代末頃より、副業情報や投資情報を扱うマネー情報誌に

◆ 成功したのは『プレジデント』の路線

→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。

16

・『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）

→ 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）



BIG tomorrowのその後
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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、大項目「サラリーマン」中項目「サラリーマン
一般」小項目「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34
5件であったのに対し、2000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 : 1985-19
87』（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。）

◆ 『BIG tomorrow』自体は衰退したが、同誌が展開した知の参照形式は、2000年代現
在、主流となっている。



本発表の意義
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◆ もう一つの80年代論

・ 既存の80年代研究
→1980年代＝ファッション雑誌に媒介された消費文化

・ 人間関係に悩み処世術に齷齪しながら日々働くサラリーマンの姿が大衆化されよ
うとしていた

◆ 「サラリーマン文化」の具体化

・ 1970年代から80年代にかけて教養主義が衰退した背景
→「大衆平均に向けて強力な鑢をかける」（竹内 2005: 236）サラリーマン文化の
台頭

・ 「処世術」という即物的な「知」
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