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問い
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戦後日本における成人男性を典型的に表す社会的イメージである（坂
2016; 竹内 1996）と同時に、戦後日本の急速な経済発展を支えた主体で
あるにも関わらず、これまでのメディア史研究においては等閑視されてき
た「サラリーマン」という主体。

1950年代及び60年代のサラリーマン映画をめぐる社会的コミュニケー
ションを分析することにより、そこに現れるサラリーマンイメージの変容
過程及びその背後にある力学を明らかにする。

谷原吏, 2020,「1950年代及び60年代におけるサラリーマンイメージの変容過程：東宝サラ
リーマン映画のメディア史的研究」 『三田社会学』 (25)

※以下の論文を元に本資料を作成



研究対象及び方法
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〇 東宝サラリーマン映画

・テレビが本格的に普及する以前の1950年代後半から60年代初頭は、年間10億人前後が
来館するほどの映画産業黄金期であり、映画がマスメディアとして大衆の日常生活に浸透
していた。
・1955年に公開された現代劇において題材とされた職業の中で、一番多い分類は「会社
員」であった（社会心理研究所 1956: 87）

・『三等重役』（1952年）に始まる「社長シリーズ」
・『ニッポン無責任時代』（1962年）に始まる「無責任シリーズ」「日本一シリーズ」

東宝サラリーマン映画群をめぐる言説を悉皆的に調査した。
・映画雑誌等に掲載された製作関係者のインタビュー記事や彼らの自伝本等。
・映画雑誌や新聞等に掲載された批評や、同時代的にサラリーマンを分析した書籍等。

→ 映画群の「送り手」と「受け手」の言説を悉皆的に調査。

◆ 大衆が映画を受容するという現象及び、映画製作者が映画を製作するという現象は、それ自体にお
いて既に社会的現象である。なぜならば、映画を観た観客は、作品について感想や批評を述べて何ら
かのリアクションを示すであろうし、製作側は、他の映画作品やそれに対する観客のリアクションを
参考にしながら新しい映画を作るからである（長谷 2003: 28-9）。つまり、「その映像作品自体はつ
ねに『映像』をめぐる社会的なコミュニケーションのなかでしか存在しえない」（長谷 2003: 29）。



『三等重役』及び「社長シリーズ」―＜出世主義＞と＜家族主義＞
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・「三等重役」という言葉は、占領期にGHQによる経営幹部の追放によって繰上げ的に重
役についた者のことを指す。
・『三等重役』は、三等重役の「桑原社長」と、人事課長の「浦島さん」、社長秘書の
「若原君」の3人の掛け合いが主軸となり、サラリーマンの仕事や人間関係の苦労を中心と
して、社内恋愛や恐妻家の描写等のコメディ要素を散りばめた「春風駘蕩的な」（井上
1988: 412）物語。
・原作、映画ともに大ヒットする。

〇 製作プロデューサー・藤本真澄

ことに金持ちの御曹司が世襲的に社長になるという戦前の形が崩れて普通のサラリーマ
ンが重役になることが夢ではなくなり、誰でも才能と努力のいかんでは重役にも社長にも
なれる―これが一般サラリーマンに夢と希望をあたえ、映画はヒットしたと言えるが、こ
の内容はサラリーマン映画としては画期的である。／それまでのサラリーマン映画の代表
的作品は、蒲田時代の小津映画であるが、これらは、いずれも諦念の思想で貫かれていて、
サラリーマンとは一生うだつがあがらないものと決めた、あきらめの精神でつくられてい
た。そうした意味で「三等重役」はサラリーマン映画に一転機を画した作品である。（藤
本 1981: 219-20）



『三等重役』及び「社長シリーズ」―＜出世主義＞と＜家族主義＞
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◆ 〈出世主義〉という精神の共有

「権謀術数の果、同僚を押しのけて出世したときの痛快味は、サラリーマンでなければ
味はへません。勇気凛々、こんどは誰と競争してやらうか、と周囲を見まはすときの気持
ちは、筆舌につくせません」（源氏 1952: 87）

〇 原作者・源氏鶏太

（引用者注：サラリーマン表象に見られる）オプティミズムは、その典型的なものが、
出世の信仰である。勤勉に、そして、着実に仕事をしさえすれば、かならず重役のイスが
……むかえてくれるという、誠実主義、あるいは働き主義の思想にうらうちされた、社会
的移動を頭から信じ込んでいる態度である。（石川・宇治川 1961: 220）

〇 社会心理学者・石川弘義



『三等重役』及び「社長シリーズ」―＜出世主義＞と＜家族主義＞

6

◆ 〈出世主義〉を支えた〈家族主義〉

（引用者注：『三等重役』で既に）会社上層部と下級
社員の融和というホームドラマの変型としてのパターン
が確立されている。好評により同じ源氏鶏太原作『一等
社員』（1953）『坊ちゃん社員』（1954）がつくられ
たが、上層部と社員の対立をテーマにした後者が捨てら
れ、前者が“社長”シリーズに発展する。……小林が辞職
を申し出、森繁が狼狽するシーンは、会社を大家族主義
の場としてとらえようとする思想のあらわれである。
（増淵 1973: 125）

〇 映画評論家・増淵健

サラリーマンものでも、古くは「三等重役」以来、社長は父親、社長の奥様は母親であ
り、社員は子供である。社員は会社だけでなく、24時間を社長と、奥様のために奉仕す
るという前近代的なつながりが当り前とされている。私用を数多く進んでするのが出世の
道であり、何よりも、社長令嬢と結婚するのが、手っとり早い出世の道である。（社会心
理研究所 1956: 88）

〇 『キネマ旬報』の批評

（図１）『続へそくり社長』より

仲睦まじげな社長秘書（小林桂樹：

左）と社長（森繁久弥：右）



『三等重役』及び「社長シリーズ」―＜出世主義＞と＜家族主義＞
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・身分差別が激しかった戦前 → 戦時期に入ると、皇国勤労観の下で職員も労働者も一体となって
増産に励むべきであるという風潮が生まれる。
・戦後、GHQによる「占領政策にバック・アップされた『民主化』イデオロギー」（兵藤 1997: 44）
も強く影響し、「社員の平等」を目指した工職混合の労働組合が台頭する（小熊 2019: 351-55）。
・労働組合法が制定され、労働者が組合に加入する自由及び団体交渉権がはじめて公然と認められた
（兵藤 1997: 35）。労働組合の組織率は上昇し、1949年6月には、推定組織率55.8％となる（小熊
2019: 355）。
・職場民主化への期待が高まる。例えば三池労組は、職場の封建的色彩を払拭し、「『揉み手をしな
がら上役と話をしなければならない』状態をなくす」ことを目指していた（兵藤 1997: 112）。

■.当時のサラリーマン事情

・50年代後半以降、工職の身分格差及び賃金格差が縮減していく一方で、サラリーマン層内部での賃
金格差は拡大し、階層分化が進んでいった。大企業と中小企業、幹部候補生とそうでない者の分化が
進んでいったのである（年齢と学歴及びそれに紐づいた役職による階層分化）（松成 1965: 158-9）。
・その背景には、中下位層のホワイトカラー（職業分類上の事務従事者、販売従事者、サービス職務
従事者）が、50年代後半に大幅に増加したことがあった。
・アメリカ経営学の流入による事務合理化により、判断を要する中核的な事務と末端の作業事務が分
離していく（松成 1965: 163）。

労働組合の台頭により職場民主化への期待は醸成されつつも、実態としてはサラリーマン層内部で階層
分化が進んでいき、映画で描かれていたような理想空間があったわけではない。こうした理想と現実の間
隙にこそ、＜家族主義＞的で頑張れば報われる職場が欲望されたと考えられる。



『ニッポン無責任時代』及び「日本一シリーズ」―＜能力主義＞との共振
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ここで一挙に根本からサラリーマンものの体質改善をしなければ、東宝十八番といわれ
て来たこのシリーズの前途は絶対絶望である。今までのものを一切排除して全く新しいも
のに転換すべきだと、私は一大決心をしてこの「無責任時代」の企画をたてたのだ。（安
達 1985: 145）

・『ニッポン無責任時代』（1962）は、植木等演じる主人公の「平均（たいらひと
し）」が口八丁手八丁で世渡りしていく現実離れしたトリッキーなストーリー展開。
・『三等重役』や「社長シリーズ」にあったような温かい家族主義的な人間関係は全く見
受けられない。

〇 製作プロデューサー・安達英三郎

〇 映画評論家・江藤文夫

これまでサラリーマン映画の隆盛をもたらしたのは、誰よりも源氏鶏太の功績である。
功罪相半ばする、と言ってもいい。源氏鶏太のワクにはめこまれたために、あたら逸材が
だめになった、あるいはダメになりかけている例も、いくつかある。『ニッポン無責任時
代』の植木等は、たった一人で、サラリーマン源氏映画の重みに挑戦した。（江藤 1962: 
85）



『ニッポン無責任時代』及び「日本一シリーズ」―＜能力主義＞との共振
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・人間関係とか、恋人に対する愛情とかのしがらみがなくて、ただ自分がバイタリティ―
で生きていくというかたちだけで突破していくもの。（八木他編 1982: 177）
・いまの管理会社に対する破壊的なエネルギーをぶつけていってみよう、それはすごく意
識しました。（八木他編 1982: 178）

・「いつまでも無責任では困る」という藤本真澄の意向。
・「日本一シリーズ」においては、方針が転換された。高度経済成長期を象徴するかのよ
うに、植木等演じる主人公が有言実行で猛烈に働き、良い結果を出していく。
・ただし、「源氏鶏太のワク」にはまった＜家族主義＞的なサラリーマン像とは異質なも
のであった。

〇 脚本・笠原良三

〇 『キネマ旬報』の批評①（『日本一の男の中の男』）

無責任男で売った植木等だが、ここでは大変な“責任男”。どこの会社のどこの職場へ
行っても、奇跡的な成績をあげ、浅丘ルリ子扮する美人を嫁にして、たちまち社長にまで
のし上ってしまう。……現代の大メカニズムの中では個人の能力など発揮する余地も少な
くて、せいぜい上役にペコペコするくらいで、せめてもの出世をはかり、欲求不満でいる、
安サラリーマン階級などにとって、これは何とも威勢のいい、現代的な初夢といえるだろ
う。／そういう意味で、現代のメカニズムなんかクソ喰え、オレの能力のほうがずっと偉
大なんだと、どんどんやりたいことをやって行く植木等は、まさに社会の歯車化した現代
人のせめてもの腹癒せというところか。（田山 1968: 84）



『ニッポン無責任時代』及び「日本一シリーズ」―＜能力主義＞との共振
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〇 『キネマ旬報』の批評②（『日本一のゴマすり男』）

ゴマすりというよりは明確なハッタリ出世主義なのだ。本人はゴマをすっているつもり
だが、頭の回転の速さと、闊達な行動性で陰気な秩序をぶち破り、結果として念願どおり
に出世する。……明るいバイタリティと奇想天外な自己主張、これは野心とあきらめの繰
り返しの中に小さく固まって行き勝ちな現代サラリーマン気質に一種鮮烈な倫理を提示す
る。もちろんあくまでも夢としてではあるけれども、失われて行く積極的な行動性を、と
にもかくにも呼び戻そうという意図がここにはある。（押川 1965: 80）

（図２）『日本一の色男』より

上司に対して強気な植木等（右）

◆ 〈能力主義〉という精神の共有



『ニッポン無責任時代』及び「日本一シリーズ」―＜能力主義＞との共振
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・尾高邦雄が50年代から60年代にかけて通時的に行った労働者意識調査（ここでいう「労働者」に
は職員層も含まれている）によると、会社への帰属意識も、組合への帰属意識も共に、年代が下るに
伴い減少していく（尾高 1981: 536-44）。
・日経連を中心とした経営者団体は、「能力主義管理」という人事管理政策の理念を醸成しつつあっ
た。賃金水準の上昇、大卒の量的拡大と質のバラツキ、技術革新の進行、貿易自由化に伴う国際競争
の激化（日本経営者団体連盟編 1969: 19-20）等の事情により、年功制が企業経営を圧迫し、また勤
続年数が必ずしもその人の能力を反映するものではないとの認識が広がっていった（兵藤 1997: 
176）。
・「能力主義管理」は、「従業員の『職務遂行能力』を開発し、その発揮の場所を与え、かつそれに
応じて処遇することに、その軸心を求めようとするものであった」（兵藤 1997: 173）。そしてこの
「能力主義管理」は、若者の価値観を取り込んでいくことが明確に目指されていた。企業や組合への
帰属意識が薄く、「自己の能力の最大発揮を働くうえの第一の理想」とするような戦後派世代にも、
働く気力を持ってもらえるような人事管理の理念を目指していた（兵藤 1997: 177-79）。

■.当時のサラリーマン事情

〇 1963年日本鋼管調査（東京大学社会学研究室）（折井 1973: 90）

「賃金決定にあたって年功（年齢・勤続）を重んずべきか、職務や能力を重んずべきか」という質
問に対し、「年功を主として職務や能力を加味するのがよい」とした者が34.9％であった一方、「職
務や能力を主として、年功を加味するのがよい」とした者が52.6％であり、勤続年数が長い層ほど前
者の割合が、短い層ほど後者の割合が高くなる。

植木等主演のサラリーマン映画は、戦後派世代における、企業や組合への低い帰属意識と、個人の能
力発揮による出世という＜能力主義＞的な欲望と共振していたと考えられる。



結論と意義
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〈結論〉
・1950年代及び60年代におけるサラリーマン映画をめぐる社会的なコミュニケーションを分析するこ
とで、イメージとしての「サラリーマン」の変容を明らかにしてきた。それは、 ＜出世主義＞が堅持
されつつ、＜家族主義＞から＜能力主義＞へ価値転換していく過程である。
・前者については、戦後において労働組合が台頭し、職場民主化への期待が醸成される一方で、サラ
リーマン層内部での階層分化は進んでいくという、理想と現実の間隙から生じる職場民主化への欲望
と共振していた。
・後者については、戦後派世代における、企業や組合への低い帰属意識と、個人の能力発揮による出
世という欲望と共振していた。こうした価値転換は、当時行われた一連の労働者意識調査の結果とも
合致する。
・東宝サラリーマン映画群というメディアをめぐるコミュニケーションの中に、当時の社会状況にお
けるサラリーマンイメージを見出すことができる。

〈意義〉
・サラリーマンを表象した作品群の再検討を行った。『三等重役』や『ニッポン無責任時代』を論じ
たこれまでの研究は、いずれも個別作品を論じるにとどまっており、 労働社会学的観点からの考察も
なされていなかった（坂 2015; 成田 1999; 志村 2013, 松原 2007）。本研究は、先行研究の不足点を埋
め、社会的コミュニケーションの産物としてサラリーマン作品群を捉え直した。
・「サラリーマン」という主体をめぐるイメージの変容過程及びその背後にある力学を明らかにした
ことにより、戦後メディア史に対して新たな知見を提供することができた。このことはひいては、戦
後日本における急速な経済発展を支えたエートスを解明することにつながるだろう。
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