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１．問題の所在と先行研究

　これまでの雑誌文化研究においては，論壇雑誌を扱った研究（竹内ほか

編 2014）や，若者向け雑誌を扱った研究（石田 2015；小森 2011）が蓄積されて
いる。加藤秀俊（1957）の言葉を借りるならば，前者は『中央公論』や『世界』
等の総合雑誌によって担われた「高級文化」，後者は『平凡』等の大衆雑誌によ
って担われた「大衆文化」にあたる。一方で，高級文化と大衆文化の中間に位置
する「中間文化」を担う雑誌に関する研究は少ない。中間文化は，加藤が中間文
化論を提唱した昭和30年代当時においては，「総合雑誌的な高尚な志向と娯楽一
辺倒の精神とのすぐれた妥協がある」（加藤 1957：9）週刊誌によって担われた。
そしてその主な読み手は，当時「新中間層」として注目されつつあったサラリー
マン層であった。戦後日本の急速な経済成長を支えたのは彼らであったことを鑑
みると，これまで等閑視されてきた彼らサラリーマン層を取り巻くメディア史を
探究することで，戦後メディア史のより豊かな理解につながると考えられる。そ
こで本稿は，サラリーマンを対象読者とした雑誌に焦点をあて，これまでの雑誌
文化研究が描き切れなかった，〈中間性〉を有する知の編成の歴史を記述するこ
とを目的とする。特に，牧野（2012）で明らかにされたように，現代におけるサ
ラリーマン向け雑誌においては，心理主義的なビジネススキル（及びそれを通じ

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

谷　原　　　吏（慶應義塾大学大学院）　
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た自己啓発）が隆盛していることを踏まえ，そうした現代的な知の編成が，いか
なる系譜で生じてきたのかという観点に留意する。
　本研究は二つの意義を有する。第１に，教養主義が衰退した80年代という時代
を捉え直すという意義である。竹内（2003）は，昭和40年代から50年代において
大卒がマス化したことに伴い，「ただのサラリーマン」という将来しか望めなく
なった彼らにとって，教養が無用の文化となってしまったことを指摘している（竹

内 2003：210）。本稿は，この教養主義の衰退という現象について，サラリーマン
という読者主体から捉え直して記述することにより，知の編成の歴史に新たな知
見を追加し，同時に，「サラリーマン」という視点から捉えた80年代メディア文
化を描き出すものである。第２に，労働史研究への貢献である。既存の労働史研
究においては，組合運動や法制度，個別企業の人事制度といった側面が中心的に
扱われてきた（兵藤 1997）。それに対して本稿は，サラリーマンを取り巻く知の
編成の系譜及びその背後にあった力学を探究することを通じて，これまでアプロ
ーチが困難であった彼らサラリーマンの心性史に接近する。これは，これまで交
わることのなかったメディア史研究と労働史研究を架橋する試みである。
　本稿と同様の問題意識を持つ先行研究としては，牧野（2015）が挙げられる。
牧野は1962年創刊の『中央公論経営問題』及びその後継誌である『will』，さら
に『プレジデント』の誌面を分析することにより，サラリーマンによる知の参照
形式が，いかにして今日的な自己啓発につながっているかを検討した。いずれも，
全盛期は20万部前後の発行部数を有し

（１）

，無視できない媒体である。しかし，これ
らの雑誌はエリート層を対象とすることを明言していた雑誌であり，再検討の余
地がある。なぜなら，サラリーマンはその〈中間性〉こそが特徴であるからであ
る。「サラリーマン」という言葉が世に広まったのは大正期から昭和初期といわ
れているが（Kinmonth 1981＝1995），彼らは当初から〈中間性〉を帯びた存在で
あった。すなわち，労働者階級と資本家階級の中間に位置づけられるものとして
認識されていた（鬼頭 2017）。後述するように，雑誌購読の観点からも，その〈中
間性〉がサラリーマン層の特徴である。しかしその内実は，歴史を通じて一様で
あったわけではない。1970年代末頃から雑誌のセグメント化が進むと，サラリー
マンを取り巻く知の編成の位相は変化する。本稿は，そのきっかけとなった雑誌
は，1980年に創刊され80年代半ばには約70万部を発行した『BIG tomorrow』（青

春出版社）にあると考える。同誌は非エリート層の若手サラリーマンを対象とし
た雑誌であった。そしてそこで展開された知の編成が，現代的な〈中間性〉の在



サラリーマン雑誌の〈中間性〉　107

り様につながっていると考えられる。
　以上のことを論証するために，本稿は次の構成で展開される。２節では，先行
研究を参照することで，戦前から高度経済成長期におけるサラリーマン向けの知
の編成を概観し，その〈中間性〉の在り様を確認する。３節では，『BIG tomor-
row』の内容及びそのメディアとしての性質に着目し，そこで編成された知の性
質及び機能を分析する。４節では，80年代当時の『BIG tomorrow』の誌面に影
響を与えたと考えられるサラリーマンの競争環境を確認する。５節では，現代的
な知の編成への接続について論じる。

２．戦前から高度経済成長期―サラリーマンの〈中間性〉

　戦前におけるサラリーマンのメディア受容に関するデータは極めて少ないが，
永嶺（2001）がその一端を明らかにしている。大正15年時点で，サラリーマンが
集う丸ビル冨山房支店で最も売れていた雑誌は『文藝春秋』であった（永

嶺 2001：214，原データは『読売新聞』大正15年４月13日付で，書店別の雑誌の売り上

げ部数がデータとして掲載されている）。他の駅売店や書店での売り上げトップは軒
並み『キング』であったことを踏まえると，これは際立った特徴である。菊池寛
によって創刊され，大正15年には10万部に達した『文藝春秋』は，都市中間層，
すなわちサラリーマン層をターゲットとしていた。「都市を遊歩する知識人のた
めの雑誌」（永嶺 2001：122）が同誌のコンセプトであり，一定程度の教養が読み
手に求められた。一方で，都市生活者の移動性に着目した同誌は，学術論文や長
編小説といった固い読み物ではなく，「中間的な読物・随筆・座談会等の短くて
読みやすい娯楽的な『面白さ』が重視された」（永嶺 2001：123）。こうした特徴
を持つ『文藝春秋』は，大正後期より量的に拡大していったサラリーマン層にと
って「『中央公論』『改造』という旧来型の総合雑誌でもなく，かといって，大衆
向けの講談社系雑誌でもない雑誌。知識人読者としてのプライドを満足させ，同
時に，大衆的読者から差別化を可能にしてくれる雑誌」（永嶺 2001：129）として
機能した。サラリーマン層は，雑誌購読において，少数エリートと大衆の中間に
位置していたのである。
　『文藝春秋』は，戦後において『キング』に取って代わって「国民雑誌」とな
った。しかしそれ故にこそ，特定の社会集団（サラリーマン層）による購読を代
表する存在ではなくなっていった（井上 2014）。戦後においてサラリーマンの読
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物になったのは週刊誌であった。昭和30年代は週刊誌ブームの時期であり，月刊
誌の発行部数を上回る（図１）。そしてその主な読み手はサラリーマンであった（週

刊誌研究会 1958：165）。前述の通り，加藤はこの点に着目して中間文化論を提唱
する。当時のサラリーマンにとっての週刊誌の機能について加藤は次のような見
立てを述べている。「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」（加

藤 1957：19）。加藤のこの直観的考察はデータによっても支持されている。京都
大学を中心とした週刊誌研究会が昭和32年に大阪のサラリーマンを対象として行
った調査によると，週刊誌の購買動機として「教養とか常識を豊かにする」が，

「通勤の電車や汽車の中での退屈しのぎ」に次いで第二位にあがっている（週刊

誌研究会 1958：185）。当時，背広を着た「新中間層」としてのサラリーマンはま
だ全労働者のうち15％程度であったこと（田沼 1957）を踏まえると，知識人とし
ての矜持を未だ保ちつつ，教養主義的な〈中間性〉を維持していたのである。竹
内も，この年代の中間文化について，「戦後の大衆教養主義」と評価している（竹

内 2003：203）。
　1950年代末には出版社系の
週刊誌も創刊され部数を伸ば
す。出版社系の週刊誌は，先
発していた新聞社系の週刊誌
に比べ，大衆娯楽性が強く，
事件を読物に仕立て上げるイ
エロージャーナリズム的な手
法 が 得 意 で あ っ た（ 浅 岡 

2017：138-145）。また，サラ
リーマンを対象読者として強
く意識していた『週刊現代』
の編集長は次のように述べて
いる。「40年ごろですね。世
の中に高度経済成長というバ
ックグラウンドがあって，生
活を向上させようという意欲
が強かった。ですから，うち

雑誌全体

月刊誌

週刊誌
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図１　雑誌発行部数の推移
注）部数は推定
資料）『出版指標年報』より作成
出典： 藤竹暁（2000，NHK 出版：167）より転載
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も給与の話とか職場の人間関係の話を中心に，どんどんいきました」（朝日新聞社

編 1976：42-3）。「給与の話とか職場の人間関係の話」といった，より即物的な話
題に焦点があてられるようになってくるのである。
　明確な転機となったのは1970年代末における月刊誌の創刊ブームである。雑誌
のセグメント化がすすみ，総合的に情報を載せるのではなく，特定の層を対象に
特定の情報を発信する月刊誌が多く創刊され，週刊誌の発行部数を上回る（図１）。
そうした中で，サラリーマン向けに特化した雑誌も部数を伸ばした。そしてその
中には必ずしも教養を扱わない雑誌も含まれていた。

３．1980年代における知の編成の変容―『BIG tomorrow』について

３－１　即物的な知を提供する『BIG tomorrow』
　1970年代末から進んだ雑誌のセグメント化の中で，牧野（2015）が扱った

『will』及び『プレジデント』はエリート層を対象読者とし，歴史上の偉人の成
功譚から学ぶという教養的色彩の強い記事を中心に据えていた。これらの雑誌に
焦点を当てるならば，80年代においても未だ知識人的な知の編成は生き残ってい
た，という結論になろう。しかし，これは事態の一面にすぎない。発行部数の点
から考えて，80年代半ばにおいて約70万部という，サラリーマン向けの雑誌の中
では最も発行部数が多い『BIG tomorrow』（以下『Bt』と表記する）の存在を無
視すべきではない。毎日新聞社が毎年実施している『読書世論調査』における

「好きな月刊誌」項目において，男性回答者に限定すれば，『Bt』は『プレジデ
ント』と並んで80年代を通して上位に位置している。両誌は，サラリーマン向け
の雑誌の中で人気の双璧をなしていたのである。同調査によると，『プレジデント』
が40代以上の管理職層に読まれていたのに対して，『Bt』は20代の若手事務職層
に読まれていた傾向がある。本稿は，1980年代に『Bt』が人気を得た点に，サ
ラリーマンを取り巻く知の編成の変容及び，その現代へ連続性を見出していきた
い。そのために本稿は，80年代における『Bt』の記事内容を悉皆的に調査する
とともに，他の雑誌や新聞等に掲載された『Bt』編集側のインタビュー記事や，
同誌を批評した記事，また同誌の広告等も含めて，同誌をめぐる言説を悉皆的に
調査した。
　『Bt』は，モノに関する情報を扱った雑誌との差別化を図り，「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
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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（植

田 1986：203-4）。編集長の西村真は，創刊準備にあたって20代の若者に行ったア
ンケートから，対象読者として「“話し相手がいない”“何をしていいか分らない”
という，悩みを秘めた孤立した若者たち」を想定する（斎藤 1980：92）。そして

「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」することを雑誌の目的とする（1984年

８月３日付『読売新聞』）。『日本経済新聞』1985年５月29日付朝刊に見開き２頁に
わたって掲載された青春出版社の広告には次のように記載されている。

　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。

　「モノをカタログ的に羅列」する雑誌とは，当時隆盛していた『POPEYE』や
『non-no』を明らかに意識している。それに対して『Bt』は，「人間情報」や「実
践的な HOW TO の情報」を多く語った

（２）

。実際，同誌の発行所である青春出版社
の創業社長である小澤和一は，一時期の売れ行き不振を経て，「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」という出版コンセプ
トを持つに至っており，『試験に出る英単語』をはじめとする数多くのベストセ
ラーを世に出していた（塩澤 2003：578）。
　こうしたねらいから同誌は，「ためになる，すぐ役立つ情報と知識」として，
職場の処世術を誌面の中心に据える。例えば以下のような記事タイトルが典型的
である。「こんな吸引話術は誰も知らない。すぐ成績がのびる　好かれるしゃべ
り方嫌われるしゃべり方」（1983.9），「相手を自分のペースに引きずり込む　『オ
レの魔術言葉』入門」（1984.6），「行動心理学を応用したら，相手の腹が全部わか
ってしまう『ビジネス読心術』」（1985.5），「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」（1986.11），「『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」（1987.12）。このように，具体的な話法や，
「〇〇術」と言われるような対人関係の処世術が頻繁に語られていた。『中央公論
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経営問題』における経営学知や，『will』『プレジデント』における歴史を題材と
した教養知とは異なる，即物的な知としての処世術が誌面に展開されていたので
ある。
　そしてその際に用いられたのは，通俗的な心理学の知見であった。特に「米国」
という権威付けを利用した記事が目立った。例えば次のような記事タイトルであ
る。「全米ビジネスマンの人気をさらった超ベストセラー　内向人間をたちまち
セールス NO １にした『クラインク氏の付き合い実験データ』」（1985.5），「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』」（1986.7），「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』」（1987.8）。こうした点において同
誌は，90年代以降盛んに指摘されるようになる「心理主義」（森 2000）の先駆け
であったと位置づけることが可能である

（３）

。加えて，同誌のもうひとつの柱となっ
ていたのは，性に関する情報であった。いかに女性を口説くか，いかにモテるか
ということを扱った記事が少なからぬ誌面を占めていた。そこにはもはや知識人
としての矜持は見られない。教養主義の衰退の帰結がこの雑誌に表れていたので
ある。

３－２　読者との双方向性
　以上のような誌面の展開は，編集部による一方的なものではなく，読者とのコ
ミュニケーションの産物であった。同誌は，読者との双方向性を強く打ち出し，
編集部直通の電話番号「ホットライン」を毎号表紙に大きく掲載していた。この
直通電話には，一日に50通から60通も電話が入ったという（植田 1986：203）。西
村は「〈ホットライン〉は本誌の情報の生命線である。ここに入ってくる読者の
声は，そのまま紙面に掲載されたり，特集のテーマになったり，先生方への執筆
依頼の材料になったりする。」と述べており，同誌の売りにしていたことが伺え
る（西村 1989：25）。このように「ホットライン」は『Bt』の核となる部分であり，
創刊から2010年まで，同名の読者投稿欄を設けていた。紙幅は５～６ページに過
ぎないが，雑誌内での位置づけは大きなものであり，同誌を購読していた人々の
反応についての貴重な資料となるだろう

（４）

。読者投稿欄では，ほぼ毎号職場の人間
関係に悩む読者の声が掲載されており，次のような投稿が散見された。
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　同僚に，イヤでイヤで仕方ないやつがいます。……私より良い大学を出て
いるのが頭にあるため，私がよかれと思ってするアドバイスにも，まるで頷
きません。……いちばん頭に来るのは，能力もないくせに，リーダーをやっ
てるんですよ。（1984.6：84）

　また，創刊号から1982年10月号までは，「上役を斬る！」と題された，上司に
対する愚痴や告発専門の投稿欄も設けられていた。「職場の人間関係に悩む若者」
という表象が，メディア・コミュニケーションにおいて成立していたのである。
そうした意味で，対人関係の処世術という即物的な知は読者のニーズに応えたも
のであった。若手サラリーマンがこうしたニーズを抱き，同誌が広く読まれたこ
との意味及びその背景にある力学について，次項以降で確認していく。

３－３　青春出版社というメディア―「人生雑誌」からの断絶と継承
　これまでは，『Bt』が伝えた内容を見てきたが，本項では『Bt』というメディ
アの特殊性について分析していく。それにより，『Bt』が即物的な知を語ること
の意味を明らかにするとともに，その背景にいかなる力学が働いていたのかを明
らかにする。
　『Bt』の発行所である青春出版社は，「学びたくても学べない人へ」というこ
とを企業理念に掲げている

（５）

。このルーツはどこにあるのか。同社は，1955年５月
に創設された出版社である。創設者の一人である小澤和一は，雑誌『葦』（葦会）

の編集・営業から出版人としてのスタートを切っていた。『葦』は，1950年代に
隆盛した「人生雑誌」とカテゴライズされる雑誌である。人生雑誌は，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。
その読み手や書き手は，向学心がありながら，家庭の貧困のため高校以上に進学
できなかった「就職組」であった。彼らは，学歴エリートに対する屈折した思い
を持っていた。すなわち，「高校や大学での『就職進学に有利な為』の勉学のい
かがわしさと，それに拘泥しない『就職組』の教養志向の崇高さ」を強調し，「『生
き方』や『教養』にこだわる求道的な姿勢は，実利や肩書を求めて齷齪する（よ

うに見える）『進学組』への優位を語」っていたのである（福間 2017：162）。こう
した意味でまさに「学びたくても学べない人」のための雑誌であった。
　このような系譜を持つ小澤によって創業された青春出版社は，非エリート層を
対象読者としていた。しかし，高度経済成長の到来が貧困問題や労働問題を一定
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程度解消すると，「学びたくても学べない人」の数は減少し，人生雑誌で扱った
ような教養主義的な人文知では本が売れなくなる。そこで小澤は大きな方針転換
を行う。前述の通り「ためになる，すぐ役立つ情報」を出版コンセプトに据える
のである（塩澤 2003：577-78）。サラリーマン向けの雑誌が，こうしたメディア
に乗ったことはひとつの転機であった。M. McLuhan は「メディアはメッセージ
である」というテーゼを提起しており，メディアは単なる器ではなく，それ自体
人びとの認識や社会における情報の位置価に影響を与えるものであると論じてい
る（McLuhan：1964＝1987）。つまり，非エリート層を対象とする青春出版社とい
うメディアの射程にサラリーマン層が入ったということは，教養を必要とせず即
物的な知を希求する非エリート層としてのサラリーマン，という主体が，雑誌の
読者として想定され得たということである

（６）

。ここに，「サラリーマン」という主
体をめぐる知の編成の変容を読み取ることができる。
　それでは，どのような力学が働いて『Bt』に処世術を語らしめたのか。それ
を考えるためには，人生雑誌から継承した点が手がかりとなる。それは「学歴エ
リートへの対抗」という精神である。それは記事タイトルの次元で表れる。「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』」（1985.1），「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」（1985.4），「頭でっ
かちの学校秀才が青くなる人心操縦の凄い効力『どんな苦手な奴でも百発百中落
とせる椋木式誘導言動法』」（1988.11）。本文でも，「処世術」に対置されるものと
しての「学歴」が記事のひな型のように語られる。

　……何が成功のカギに―。ズバリ，その秘密を探るために380社の管理職
……に取材を敢行しました。それらの回答はすべて予想に反する内容ばかり
で，たとえば，大手薬品メーカー購買部長は，「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入られるかだ！」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。（1988.8「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」：221-22）



114　マス・コミュニケーション研究 No.97　　2020

　学歴よりも処世術の方が大切であると明示的に述べられている。そして記事内
では，「『ノー』を言わない」「贈り物を送って忠誠心を示す」等の技術化された
処世術がエピソードと共に紹介されている。また次の引用は，人に好かれるため
には「まわりの人間にどう見せていくかという演出」が重要であるとする記事か
らで，日本マンパワー（キャリアコンサル関連の会社）代表の次のような意見が紹
介される。

　うまい見せ方には，学歴や知識といったいままでの世の中に認められてい
たモノサシは，役に立ちません。それどころか，どんなにすぐれた人間も見
せ方を誤ると，人生のドン底に追い落とされるというのです。（1987.6「『あ

なたは“自分の見せ方”を持っているか』好かれる人間，嫌われる人間のこの大違

い」：26）

　記事の中ほどには「顔がまずい？大学が三流？こんなあなたは確実に好かれま
す」（1987.6：28）と大きな字体で強調されている。そしてやはり「『バカな奴』
と思わせる」「『おや？』と注目させる」等の「うまい見せ方」の具体的な技法が
エピソード付きで紹介される。
　以上のように，80年代の『Bt』に掲載された処世術言説においては，処世術
に対置される形での「学歴」がしばしば見受けられる。ここにはやはり，人生雑
誌以来の学歴エリートへの対抗心が見て取れるのである。もちろん，人生雑誌が
隆盛した50年代と，『Bt』が部数を伸ばした80年代では，進学環境は全く異なる。
人生雑誌の頃の「中卒か高卒以上か」という対立軸は消失し，「三流大卒か一流
大卒か」，あるいは「高卒か大卒か」という次元に移行しつつあった。人生雑誌
が隆盛した頃に５割程度だった高校進学率は，80年代には９割を超え，１割に満
たなかった大学進学率は４割に近づいていた。しかし，このような進学環境の劇
的な改善があったものの，今度はその新たな進学環境の下で，学校間格差が大衆
的に意識されるようになり

（７）

，学歴エリートへの対抗戦略に対する需要は形を変え
て存続したと考えられる。つまり，人生雑誌の時代とは異なり，『Bt』の時代には，
進学機会の拡大に伴い多くの青年が出世競争に参加できるようになったが故に，
そこで求められた知は人文知ではなく，出世競争のための即物的な知であったの
である。『Bt』はまさにそれを提供する媒体として機能していた。さらに，当時
のサラリーマンを取り巻く競争環境は，処世術による細かな差異化による競争を
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助長するものであった。次節ではそれを確認していく。

４．1980年代のサラリーマンを取り巻く競争環境

　本節では，当時のサラリーマンを取り巻く競争環境を確認し，なぜ処世術が広
く読まれたのかを明らかにする。まず指摘せねばならないのは，企業における学
歴構成の変化である。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。『文部省年報』によると，例えば，「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上回りマジョリティとなっている

（８）

。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。いずれも，60年代においては高卒が圧倒的にマジョリティだった職種であ
る。大卒がもはや少数のエリートではなくなったのである。さらに，採用におけ
る有名大学の指定校制度は批判に晒され，学校名で公然と差別することが難しく
なっていた（小熊 2019：451-2）。つまり，少なくとも名目上は三流大学卒でも一
律に競争に参入することができるようになりつつあったのである。一方で，80年
代はオイルショック後の安定成長の時代である。もはや高度経済成長期のような
パイの拡大が望めないにもかかわらず，競争への参入者は増加する。その帰結と
して，日本企業におけるポスト不足が深刻化していくのである。
　企業の採用における高学歴化と安定成長時代への突入，それに伴う大卒者のポ
スト不足。こうした構造においては，能力や学歴のインフレが起こり，他者への
接し方等の細かな差異化による競争が生じることが論理的に帰結される。その故
に，処世術に関する記事を柱にした『Bt』は広く読まれたと考えることが可能
である。こうした現象は，論理上のものであるだけでなく，実際に明治期に起こ
っている。E. H. Kinmonth（1981＝1995）によると，明治初期と末期においては，
青年の出世に関する雑誌や書物の内容は随分異なるという。初期には，『西国立
志編』に代表されるように「努力，勤勉，節倹」等の抽象的な処世訓が述べられ
ていた。一方末期になると，当時出世を目指す若者に読まれていた雑誌『実業之
日本』等において，就職試験を突破するための具体的な技法が紹介されるように
なる。そしてその背景には，職員層になるような高学歴青年の数が増大したこと
と，それに伴う彼らの就職市況の悪化があったという

（９）

（Kinmonth 1981＝1995：

234-54）。
　さらに，特に非エリートによる処世術の希求に拍車をかけるような状況も見出
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すことができる。それは企業内競争の態様である。竹内（1995）はこの点について，
保険関係の大企業（以下 A 社という）において，1988年時点で質的・量的データ
を収集し，経験的な研究を提供している。竹内は，A 社人事担当者の「学校の
時の能力と職場では違う」「誰でも出番はあるものですよ」（竹内 1995：174）等
の語りから，「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「状況的能力観」を見出す（竹内 1995：175）。こうした能力観においては，

「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）。そしてこの能力観と，「長期にわた
って決定的な選抜をしない」（竹内 1995：174）日本企業の競争構造が，非エリー
トを焚きつける装置になっているという。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）。実際，A 社従業員への質問紙
調査によると，彼らが敗者復活を期待していることが明らかになっている（竹

内 1995：173）。もちろん小刻みな競争であっても，遅れが続きトップ集団ではい
られなくなることが自覚されることはある。しかしそれでも，競争自体が小刻み
の昇進スピード競争であるために，常にライバルは存在し，「長期間にわたって
細かな選抜の網の目のなかで差異化される」（竹内 1995：180）。だからこそ，従
業員は次のように語る。「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）

　以上をまとめると次のようになる。大卒者の増加と彼らのポスト不足が，細か
な差異化のための処世術が希求されやすい状況を形成していた。さらに，小さな
出世に対する期待が長期的に維持される企業内競争構造が，非エリートたちを焚
きつけた。こうした競争環境を受けて，非エリート層を対象読者とする青春出版
社が着目したのが，細かな差異化を図るための処世術であったと考えられる。

５．1990年代以降の動向

　1980年代における知の編成が，どのように現代的なそれにつながっているかを
明らかにするために，本節では，『Bt』と『プレジデント』が90年代以降に辿っ
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た系譜を概観する。『Bt』は編集長が交代した90年代半ば頃から徐々に方針転換
を行う。会社内で出世していくための処世術ではなく，副業や投資等のマネー情
報が誌面の中心となっていく。これは，同社の「ためになる，すぐ役立つ情報」
を読者に提供するという方針が徹底化していく流れだと推測することができる。
しかし，これは市場の需要を見誤ったものであった。発行部数は減少の一途を辿
り，2005年には10万部を下回り，2018年１月をもって休刊する。４節で確認した
ように，ポスト不足の時代に処世術が希求されるならば，バブル崩壊後の低成長
期である90年代及び2000年代に求められたのはやはり即物的な処世術だったので
ある。その証左として，『プレジデント』の成功がある。
　前述の通り『プレジデント』は，80年代においては歴史特集を展開して部数を
伸ばしたが，2000年３月をもって大きな方針転換を行う。牧野（2012）で明らか
にされているように，具体的なビジネススキルを中心に扱うようになり，記事を
執筆する人物の肩書は心理学者やコンサルタントが多くを占めるようになる。例
えば，2000年４月30日号は「勝利の『奥の手』ビジネス心理学」と題し，EQ（心

の知能指数）の特集を組んだ。このことに象徴されるように，人間の能力を科学
的に分析して研磨していこうとする記事が中心となっていった。この変化につい
て，2012年から2019年まで編集長を務めた鈴木勝彦は次のように語っている。

「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）。記事
タイトルや特集タイトルは次のようなものが散見される。「対話で必ず業績を上
げる技術」（2003.7.14），「最新！言葉のテクニック」（2006.2.13），「『人がついてく
る人，こない人』の行動心理学」（2008.12.1），「社内外で『株を上げる』風評マネ
ジメント」（2011.8.1），「人に好かれる言い方」（2013.6.3），「なぜか周りが味方にな
る『ミラクル心理学』24の黄金法則」（2014.11.3），「人を動かす　すごい心理学」

（2016.5.30）。80年代の『Bt』を洗練させたかのような様相である。この方針転換
の結果，雑誌全体の発行部数が下降している現在においても，80年代と変わらな
い約20万部の発行部数をなお維持している。
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　対人関係技法に代表されるビジネススキルへの言及は，2000年代に入って以降，
『プレジデント』に限らず他のビジネス雑誌においても増加している。例えば，『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年に創刊された。また，経済情報中心の『週刊ダイヤモンド』や，
総合情報誌である『AERA』や『SPA!』が，職場の人間関係に関する記事を頻
繁に扱うようになっている。すなわち，80年代に『Bt』が語り始めた即物的な
知としての処世術は，前述の記事タイトルや鈴木編集長の語りから明らかなよう
に心理主義の影響を受け，「ビジネススキル」という言葉に洗練されて『プレジ
デント』に引き継がれた（80年代の『Bt』においては「処世術」，90年代以降の『プ

レジデント』においては「ビジネススキル」という言葉が多用される）。そして現在，
他のサラリーマン向け雑誌においても広く語られているのである。
　青春出版社という非エリート層向けのメディアで語られていた処世術という即
物的な知が，洗練されながらも，90年代以降，『プレジデント』というエリート
層をターゲットとしたメディアに乗り，他のサラリーマン向け雑誌にも波及して
いったことにここでは着目したい。「メディアはメッセージである」というテー
ゼを踏まえるならば，即物的な知を乗せたメディアがこのような変容を辿ったこ
とは，そういった知の社会における位置価が変容したことを意味する。つまりそ
れは，80年代には非エリート層のものであったが，現在では階層を超えてサラリ
ーマン向けの知として一般化したことがうかがえる

（10）

。ビジネススキルという知が
磁場となり，エリート層向けと非エリート層向けの知の編成を接近させたのであ
る。つまり，心理主義的なビジネススキルという知の編成こそが，現代的な意味
における新たな〈中間性〉であるといえるのである。

６．本稿の結論と意義

　サラリーマン向けの知の編成は，戦前から高度経済成長期にかけて，『中央公
論』ほどインテリではなく，講談社系雑誌ほど大衆的ではないという意味での〈中
間性〉を有していた。そこでは，知識人的な知の編成が生きていた。しかし80年
代に入り，大卒のマス化により，特に若い世代においてはインテリの矜持はもは
やなくなる。そこで，青春出版社という非エリート層向けメディアの射程にサラ
リーマンという読者主体が入ってくる。同社の戦略として，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」へ着目する。そして同社は
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その出自から「学歴エリートへの対抗」という精神を持っており，それが処世術
を通じての彼らとの出世競争という言説を生んだ。処世術を語る語彙としては，
米国由来の心理学的知見という語彙のリソースが存在した。一方メディアを受容
する側であるサラリーマンの状況に目を向けると，安定成長の一方で大卒は増加
し，彼らのポストが不足しつつあった。こうした構造が，処世術による細かな差
異化を助長した。加えて，小さな出世への期待が長期的に維持されやすい企業内
競争構造が非エリートを焚きつけた。こうしたメディアの供給側と受容側双方の
要因が相俟って，『Bt』に処世術を語らしめ，またそれが広く読まれたのである。
そしてこうした即物的な知の編成は，90年代以降，階層を超えてサラリーマンを
取り巻く知として広まっている。そしてそこに立ち現れるのは，現代的な意味に
おける新たな〈中間性〉である。かつて歴史特集という教養知を展開していた『プ
レジデント』が，ビジネススキルを展開する方針に転換した結果その部数を維持
していることに象徴されるように，教養主義の衰退とビジネススキルの隆盛は裏
表の関係にあると考えられる。
　最後に，本稿の意義を整理しておく。第１に，教養主義の衰退という現象をサ
ラリーマンという読者主体から捉え直したことにより，新たな80年代像を提示し
たことである。既存研究においては，80年代は消費文化の時代であったという見
方が支配的である（原 2006；大澤 2008）。雑誌研究においても，『POPEYE』や

『BRUTUS』（小森 2011），『non-no』（石田 2015）といった，70年代，80年代当時
カタログとして機能していた雑誌が着目され，若者消費文化の文脈で論じられて
いる。一方『Bt』に見られたのは，日々の職場で人間関係に悩み処世術に齷齪
する若手サラリーマンの表象である。ここには，消費文化だけには吸収されない
80年代メディア文化が描き出されているだろう。第２に，労働史研究に対する貢
献である。サラリーマンを取り巻いた知の系譜を辿ることから，彼らの心性史に
接近し，今後の労働史研究に新たな分析視座を提供した。このことはひいては，
戦後の経済成長を支えた彼らのエートスを明らかにすることにつながるだろう。
　本稿において留保すべきことは，『Bt』が男性向けの雑誌であったことである。
青春出版社は『Bt』の姉妹誌として女性向けの『SAY』を発行していた。そこ
で中心的に語られていたのは，男性に好かれる方法や良い結婚相手を見つける方
法であった。会社内での処世術に関する記事も不定期に掲載されてはいたが，メ
インではなかった。その意味で，今回明らかにした『Bt』が担った知の編成は
男性文化であるという限界がある。このことは，1980年代当時において，「サラ
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リーマン」という読者主体に女性が想定されていなかったことに起因するだろう。
現代においては，約10万部を発行する『日経 WOMAN』（日経 BP）に代表され
る女性向けビジネス雑誌も刊行されており，そこでは，仕事にのみ焦点化されて
いる男性向けビジネス雑誌とは異なり，仕事を含めた生き方全般に関するハウト
ゥが語られている（牧野 2012：225）。こうしたことを踏まえ，ビジネス雑誌とい
う分野におけるジェンダー差ついては今後の課題としたい。
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注
（１）　本稿で雑誌の発行部数に触れる時は，全て『雑誌新聞総かたろぐ』（メディア・

リサーチ・センター）で公表されている発行部数を用いる。
（２）　カタログ雑誌との差別化は，西村編集長も明示的に語っており（1984年８月３

日付『読売新聞』），当時の評論家も，大人向けの雑誌が「人間情報」を特徴として
いることを指摘している（鈴木 1981：7；斎藤 1980：93）。当時のサラリーマン向
け雑誌は，若者消費文化との差異化を意識した立ち位置にあったといえよう。

（３）　ただし，「人間関係の調和」（1981.12：157），「相手の“情”に訴える」（1983.12：
205）といった，通俗的には「日本的」と形容されるような処世術も少なからず併
存していた。心理主義的なビジネススキルに関する言説の萌芽である当時の『Bt』
において上記のような併存が見られたことは，80年代は米国的な心理主義が処世術
として入り始めていた過渡期であったことを示唆していると考えられる。

（４）　読者の反応を探るために，当時『Bt』を読んでいた者にインタビュー調査を行
う方法も考えられる。しかし，読者は当時の記憶が薄れているであろうし，仮に記
憶があったところで，それは時代状況に合わせて更新されていくものであり，そこ
で語られる記憶が，当時の「読み」と合致するとは限らない（福間 2006：8）。そ
のため本稿では，同時代的な読者の反応として読者投稿欄を取り上げる。もちろん
読者投稿欄は，編集側が投稿を選定し編集したものであるので，純粋に読者の声と
は言い難い。しかし，読者からの投稿を踏まえた上で「どのように読まれたいと考
えていたのか」という編集側の意図も透けて見え，雑誌をめぐるコミュニケーショ
ンの一端が明らかになるだろう。

（５）　青春出版社 HP より（2019年６月20日取得，http://www.seishun.co.jp/compa-
ny/）

（６）　McLuhan のテーゼをこのように応用することは特異なものではない。例えば，
反戦文学・映画のメディア史を描いた福間（2006）は，「メディアはメッセージで
ある」というテーゼを引用しながら，特攻隊員の遺稿集が，1959年にはカッパブッ
クスに，1982年には岩波文庫に所収されたことに種差性を見出している。
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（７）　乾彰夫によると，1970年代後半以降，共通一次試験の発足等を契機として，「全
国の国公私立大学の『偏差値序列化』は一挙に広が」り，大衆雑誌でも頻繁に受験
情報が喧伝された（乾 1990：218-23）。

（８）　1965年：高卒者63,274人，大卒者10,459人に対して，1986年：高卒者25,563人，
大卒者25,841人である（『文部省年報』第93，第114）。以後差は開いていく。

（９）　このように言うと，戦前においても即物的な知を摂取する態度は見られたので
はないかという反論が予想される。しかし，80年代におけるそれは，非エリート層
も取り込んで大幅に拡大していたサラリーマン層を対象とし，70万部を発行したメ
ディアに乗ったという点で，明治後期に比べてその規模ははるかに大きなものであ
った。処世術による細かな差異化を迫られる人々が社会の少なからぬ層を占めるよ
うになったことに着目すべき点があるのである。

（10）　こうした現象の背景としては，前述した労働市場の需給バランスに加え，次の
ような事情が考えられる。第１に，90年代以降の「能力」をめぐる言説状況との共
振である。本田（2005）は，ポスト工業社会の労働市場に求められる能力は，曖昧
で測定可能性が低いことを指摘し，それを「ポスト近代型能力」と呼んで批判的に
捉える。例えば，90年代以降の経済界の提言や政府が示す教育政策の基本理念等には，

「志と心」「行動力」「対人能力」「意欲」「創造性」等の言葉が散見される（本
田 2005：41-62）。これらはいずれも個人の人格や情動に深く関連するものであり，
サラリーマン向け雑誌が語るビジネススキルと共振する（牧野 2012：189-92）。第
２に，90年代以降徐々に導入された成果主義賃金も関係していると考えられる。潜
在的な職務遂行能力を評価した80年代までの能力主義とは対照的に，成果主義にお
いては，発揮された能力あるいは仕事そのものへ評価がなされる（中村 2006：
214-15）。そうした中において，分かりやすく顕現された能力として，ビジネスス
キルに関するハウトゥが希求されやすいことは想像に難くない。
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