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１．「サラリーマン」のメディア史前史（大正期～昭和初期）

２．「サラリーマン」向け雑誌のメディア史

・「修養主義から心理主義へ―1980年代以降のビジネス雑誌が語る上昇アス
ピレーション」『年報社会学論集』（関東社会学会）(33), 2020年7月公刊予定

・「サラリーマン雑誌の＜中間性＞―1980年代における知の編成の変容」
『マス・コミュニケーション研究』（日本マス・コミュニケーション学会）(97), 2020年7
月公刊予定



戦前における「サラリーマン」とは何者だったのか
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◆「サラリーマン」という言葉が普及したのは大正期～昭和初期といわれている（Kinmonth
1981=1995）。彼らは「しがない」存在として認識されると同時に、「知識人」であり「消
費者」であった。

1919年 サラリーメンズ・ユニオン（S.M.U.）の結成
―第一次世界大戦期における物価騰貴に対応するための増俸運動がきっかけ

（1915年～1920年）第一次世界大戦期における物価騰貴
（1920年～） 戦後不況
（1923年） 関東大震災
（1927年～1930年）金融恐慌、昭和恐慌

1914年～1932年 北沢楽天による一連のサラリーマン漫画（鹿島 2018）
―『時事漫画』において、「サラリーマン」という言葉が最初に登場したのは1920（大正9）年八月に掲載された

「月給取（さらりめん）の歎」という作品。一人の男が「世間の好景気の時は顎の心配、不景気になれば首」の心
配をしなければならないから「人生サラリーメンたるなかれだ」と発言する（鹿島 2018：85）。

1928年：前田一『サラリマン物語』、1929年：小池四郎『俸給者生活論』、
1930年：青野季吉『サラリーマン恐怖時代』、1935年：向坂逸郎『知識階級論』
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（図１）

1934（昭和9）年の『中央公論』に掲載された漫画
（Kinmonth 1981=1995: 283より転載）。傲慢な
社長とうまくやっていく技術を練習している様子、

という説明が付されている。

中等以上の教育機関を卒業した者：
1920（大正９）年：457,997人
1930（昭和５）年：816,975人

高等教育機関を卒業した者：
1920（大正９）年：15,828人
1930（昭和５）年：42,590人

（⾧谷川 1933：195-96）
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1920年

（大正9年）

1930年

（昭和5年）

1940年

（昭和15年）

1950年

（昭和25年）

A. 就業者総数 1,522,117 2,298,851 2,472,575 2,353,221

B. 新中間層実数 195,772 310,511 488,290 591,882

B/A 12.86% 15.65% 19.75% 25.15%

（出典）日本リサーチ総合研究所編（1988）より筆者作成

表3 東京における新中間層の量的推移
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（図２）

『中央公論』1928（昭和
3）年12月号の裏表紙に掲
載された三越の広告
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（出典）

『読売新聞』大正15年4月13日、『読売新聞』大正15年9月9日～18日
永嶺（2001）：214より転載

店名

年月

文藝春秋 300 キング 1200 キング 1000 キング 900

主婦の友 200 主婦の友 550 講談倶楽部 300 講談倶楽部 350

大衆文芸 150 婦女界 500 主婦の友 450

中央公論 100 婦人世界 450 婦人世界 250

キング 100 講談倶楽部 400

苦楽 100 改造 100

婦女界 80 中央公論 100

婦人公論 60

ダイヤモンド 60

講談倶楽部 50

科学知識 30

科学画報 30

科学 30

エコノミスト 20

東洋経済 10

銀座春祥堂

大正15年9月頃

雑

誌

売

上

部

数
（

冊
）

丸ビル冨山房支店

大正15年4月頃

渋谷大盛堂

大正15年9月頃

六本木誠志堂

大正15年9月頃
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◆ 円本ブーム（1926年～）

丸ビルだけでも一万幾千人からの勤め人が居られますが、その方々の悉くが私
共書店として一番の得意である読書階級でありますので、お昼の時間など実物見
本の引つ張り合です。
（『東京朝日新聞』1927年２月10日に掲載された『世界文学全集』の広告における丸ビル冨山房支店の
主任の言葉）

◆ 「彼等は栄養より見栄が大切であり、食物を節約することによりて、最新流行の洋
服とネクタイとを買ふといふ心理を有する。それは憐むべき特権の誇りであらう」
（向坂 1931：16）

＜給料生活者＞ ＜労働者＞ （単位：％）

収入帯 飲食物費 被服費 新聞雑誌費 飲食物費 被服費 新聞雑誌費

60円未満 ー ー ー 49.5 7.8 1.1

80円未満 28.9 13.4 1.7 34.5 8.3 0.8
100円未満 29.2 14.4 2.1 32.5 10.1 1.1

120円未満 28.6 13.6 1.6 30.5 12.1 1.0

140円未満 27.3 13.3 1.8 30.7 13.0 1.1

160円未満 25.0 16.0 1.8 29.3 12.9 0.9
180円未満 24.0 13.8 1.6 27.3 15.2 0.9

200円未満 23.9 14.9 1.1 25.4 15.3 0.8

200円以上 22.6 16.3 2.2 23.9 16.0 0.9

表2 給料生活者世帯及び労働者世帯の支出構成の比較

（出典）東京市「東京市家計調査統計原表 大正15年9月1日至昭和2年8月31日」より筆者作成
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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
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サラリーマン向け雑誌のメディア史

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
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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年代以降、大卒がマス化していく中で、知識人的な知の編成から即物的な知の編成へ
移行していく。

◆発行部数は80年代半ばに70万部を超える
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BIG tomorrow
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『BIG tomorrow』のメディア特性

・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）

「非エリート層としてのサラリーマン」という読者主体が立ち現れる
←「青春出版社」という非エリート層向けメディアの射程に入る

「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」（プレジデント編集部 1985）

「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］



処世術という「知」
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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）



処世術という「知」

15

米国的心理主義

◆ 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）



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。

文学者になろうとするものでもない。ましてや地位や名誉を得ようとするのでもない。
唯吾々はより良き生を生き抜かんとして居るのだ。或るものは工場の片すみに、又或
るものは学校に、農村に……唯それだけだ」（『葦』創刊号二頁，福間 2017: 33より）



学歴エリートへの対抗
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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）
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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
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◆諦めさせない競争構造（竹内 1995）

・ 「状況A（学校）で証明された能力を状況B（職場）において汎化」する学歴主義はそもそも
正当ではない（竹内 1995：177）

・ 日本企業における競争は、昇進の数年の早い遅いなどの小さな差であるにもかかわらず、新卒
同時期採用方式で同期入社集団が比較準拠集団として明確に意識されるが故に、その小さな差が
十分な加熱装置になる。そして小さな差であるが故に、途中で遅れても後から取り返しがつくと
いう期待を抱かせる（竹内 1995：179-80）

→ 「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。

・ 「わたしの昇進は，同期入社からすればふつうというところでしょう。しかし、
ライバルはいますよ。課⾧にもふつう……ふつうよりちょっと早いくらいにはなり
たいですね」（竹内 1995：180）
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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誌面を展開する（植田 1986b）

『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）

「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。これがプレジデントの中核読者です」（山本 1987: 20）



プレジデント
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・ 「日本海軍の衆望を担い、連合艦隊の精鋭を率いて巨大な敵と戦った山本五十六。
この名提督の人生と事績の中に、現代のビジネスリーダーに要求される資質と能力
をみる」［1984.1: 3］といったように、歴史上の偉人の「人生と事績」に焦点をあ
て、詳細に叙述するという形式であった。

・ その内容は「リーダーとして最も不可欠な条件は“人間的魅力”である」［1980.1: 3
］というリード文が付された西郷隆盛と大久保利通の特集、あるいは、「家康に対

する諸大名の人望が徳川幕府を生んだのだ。家康は……きわめて平凡な人間だっ
たと言っていいかもしれない。しかし、彼は努力がいかに大切かを知っていた。…
…その努力の積み重ねが、彼をして天下人たらしめたのである」［1981.7: 33］とい
ったリード文が付された徳川家康の特集に見られるように、「人間的魅力」や「努
力」といった修養主義的な要素に価値を置いた自己研磨を志向していた。

『プレジデント』



プレジデント
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◆ 『BIG tomorrow』は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。

・『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
以上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）
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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。……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］
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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。→「処世術」という知を乗せた「メディア」の変容
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