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生活書店の人々：
黄炎培・杜重遠・胡愈之・徐伯昕を中心に

楊　　　　　韜

0　はじめに

　本稿は、黄炎培・杜重遠・胡愈之・徐伯昕の 4人に焦点を当て、生活書店の関係者た

ちについて考察する試みである。これまで筆者は生活書店に関する研究において、主に

生活書店の中心人物とされている鄒韜奮を対象としてきた 1が、ここでは彼を支え、生

活書店の経営管理に密接にかかわっていた黄・杜・胡・徐の 4人に注目し、生活書店の

関係者たちの様子を描きだす。ただし、本稿の目的は以下に挙げる諸先行研究とは異な

り、それぞれの人物研究ではなく、彼らが生活書店とはどのような関係を持っていたの

か、また生活書店の経営管理にどのようにかかわったのか、さらに彼らが生活書店にか

かわった際の特徴や役割はどのようなものだったのかという分析にあることを断ってお

く。

　黄炎培・杜重遠・胡愈之・徐伯昕の 4人のなかで、黄炎培が高名であることから相当

多くの先行研究が見られるが、ほかの 3人に関するものはそれほど多くない。近代中国

の職業教育家としての黄炎培についての研究は、小林善文（1981、2007）、王栄（2003、

2005a、2005b）、斎藤秋男ほか（1988）などが挙げられる。また、第三勢力としての黄

炎培については、菊池貴晴（1987）、平野正（2000）などが挙げられる。ほかに、兪潤生

（2004）、朱宗震（2007）、王鳳青（2011）など、中国側の黄炎培研究も多数挙げられる。

杜重遠については、下出鉄男（1992、2009、2010）による一連の研究が挙げられる。英

語圏では、Mitter, Rana（2000、2004）による杜重遠研究もある。胡愈之については、鈴

木正夫（1991）、長堀祐造（2012）が挙げられる。徐伯昕については、中国と日本の双方

においてほとんど注目されてこなかったため、管見の限り、挙げられるのは江蘇省政協

文史資料委員会による文集の 1冊のみである。

　以下では、まず図表を用いて生活書店の組織と人員配置について概説し、次に黄炎培・

杜重遠・胡愈之・徐伯昕の 4人を、それぞれ生活書店とのかかわりという視点から考察

する。最後に、鄒韜奮・黄炎培・杜重遠・胡愈之・徐伯昕の 5人の生活書店関係者の特

徴及び彼らが果たした役割について検討する。
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1　生活書店の組織と人員について

　生活書店の組織には、主に三つの系統が見られる。一つ目は、生活書店の管理決定権

をもつ理事会・人事委員会・監査委員会、二つ目は、主に生産・流通・広報に関わる実

務機関である総管理処、三つ目は、従業員が構成員となる社内同人自治会である。総管

理処の具体像について、表 1に示す（太字は本稿で取り上げる人物）。なお、1939年 1

月以降には、編審委員会と編校科が増設された。また、東南区管理処と西南区管理処は

戦時下新たに設けられた管理機関であり、それぞれ香港と桂林を拠点としていた。東南

区管理処は主に浙江省・福建省・広東省の業務を担当し、西南区管理処は主に湖南省・

四川省・雲南省の業務を担当していた。

表 1　生活書店組織及び人員配置（1939 年）

生活書店組織図

総管理処
（重慶）

総経理（鄒韜奮）
経理（徐伯昕）
秘書処（主任：張鍚栄；秘書：黄宝珣・徐植璧・黄洪年・王月琴）
総務部（主任：邵公文；副主任：張志民）
事務部（邵公文、何廷福） 人事科（邵公文）

会計科（張志民・徐啓運・方学武）
稽核科（張志民・瀋俊元）

生産部（厳長衍） 編校科（艾逖生・呉全衡・馮一予・岳剣莹）
出版科（汪允安・何歩雲）

営業部（孫明心） 分店科（孫明心・範広楨・瀋敢）
推広科（趙暁恩・莫志恒・解子玉）

服務部 服務科（阎宝航・張知辛）
代弁科（欠員）

編審委員会（主席：胡愈之；副主席：瀋志遠・金仲華；秘書：艾逖生；委員：鄒
韜奮・柳湜・史枚・劉思慕・瀋兹九・張仲実・戈宝権・茅盾・戴白桃）

東南区管理処（香港）（主任：甘蘧
園；副主任：陳鍚麟）

生産科（劉敏之・袁信之・夏長貴）
営業科（王太来・王敬徳）

西南区管理処（桂林）（主任：諸祖
栄）

生産科（諸祖栄・徐士林）
営業科（卞祖紀・洪俊涛）

　出典：1939年 2月 11日『店務通訊』第 37号に基づき、筆者作成

　以下、黄炎培・杜重遠・胡愈之・徐伯昕の順に、それぞれの略歴を紹介し、生活書店

とのかかわりを追っていきたい。
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2　黄炎培ついて

　黄炎培は、1878年に江蘇省川沙県に生まれ、1965年に北京で死去した。近現代中国の

教育家、実業家、政治家である。1905年、中国同盟会に入会した。1917年、蔡元培らと

ともに中華職業教育社を創設し、近代中国の職業教育を展開した。1938年、国民参政員

を務めた。1941年、中国民主同盟主席に就任した。1945年延安を訪問し、毛沢東らと会

談した。延安視察の見聞を記録した『延安帰来』を出版し、注目を集めた。中華人民共

和国成立後は、政務院副総理などの要職に就いた。

写真 1　黄炎培

出典：『黄炎培年譜』

　表 1には、黄炎培の名前は含まれないが、生活書店の歴史を語るには欠かせない人物

である。生活書店の前身は、黄炎培が主宰する中華職業教育社の内部機関である生活週

刊社読者代辦部である。1932年に、鄒韜奮が、この部門を中華職業教育社から独立させ、

生活書店を創設した。しかし、その後、生活書店が 1948年に読書出版社・新知書店と合

併して三聯書店となるまで、長い期間にわたり生活書店と中華職業教育社との間には密

接な関係があった。とりわけ、中華職業教育社の中心人物黄炎培は、生活書店の経営者

鄒韜奮ときわめて親密な協力関係を持っていた。黄嘉樹氏は次のように述べている。「後

期における生活書店の歴史的功績は、中華職業教育社からの独立以降に作り上げたもの

だが、中華職業教育社との関係は否定できない。鄒韜奮及び徐伯昕・孫夢旦など生活書

店の主要幹部皆は中華職業教育社の社員でもあった。生活書店の募金運動などの社会活

動には、中華職業教育社の黄炎培・王志莘・潘序倫らの強力な支持があった。生活書店

も自ら営業利益の十分の三を職業教育経費として中華職業教育社へ提供した。したがっ

て、双方は経営資金の面において関連があった」2。また、菊池貴晴氏も以下のように述

べている。「生活書店に移籍するについては黄炎培、楊衛玉、劉堪恩ら職業教育派幹部の
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非常な好意と、強力な援助があったという」3。さらに、『黄炎培日記』においても、生

活書店が独立した 1932年から 1940年代にかけて、黄炎培と生活書店との間に密接な関

係があったことが見てとれる。その一部抜粋を表 2に示す。

表 2　『黄炎培日記』における鄒韜奮 /生活書店に関する記述

日付 日記における記述
1932年 8月 18日 『生活』週刊郵送禁止を知り、中央党部通達公文書が市政府に。
1932年 10月 14日 『生活』週刊郵送禁止、閉鎖の見通し、対策を商談。
1933年 3月 28日 王回波氏を連れ、職業学校鉄鋼工場・職教社・生活週刊社・生活書店を案内。
1934年 9月 14日 生活書店業務について、徐伯昕氏と商談。
1936年 4月 29日 生活書店書物発行状況を尋ねる。
1937年 12月 25日 生活書店支店長平長慶氏と会う。（「支店」=長沙支店―筆者注）
1938年 1月 19日 生活書店（永漢南路）店長孟尚錦氏と会う。
1938年 2月 23日 午前 11時、生活書店委員会にて組織大綱について商談。
1938年 5月 13日 生活書店臨時委員会に参加。
1939年 1月 7日 生活書店について、胡愈之氏と商談。
1939年 2月 6日 生活書店近況及び将来計画について、徐伯昕氏と長時間商談。
1939年 3月 14日 午後、鄒韜奮氏・徐伯昕氏と食事会、生活書店増資について商談、合作制を

堅持するよう進言。
1939年 8月 21日 生活書店名誉社員となる。
1939年 9月 21日 生活書店株 50株を受け取る。
1939年 9月 22日 生活書店から、民国 28年（1939年）印税 43．32元を受け取る。
1939年 10月 15日 生活書店へ、胡連坤氏・瀋百民氏と会う。
1940年 3月 16日 生活書店について、鄒韜奮氏と商談。
1940年 6月 4日 生活書店について、衛玉氏・伯昕氏と商談。
1941年 2月 17日 生活書店について、鄒韜奮氏・徐伯昕氏と商談。
1941年 3月 3日 鄒韜奮氏亡命。
1941年 3月 22日 生活書店について、王志莘氏と長時間商談。
1942年 7月 20日 生活書店について、徐伯昕氏と商談。
1946年 5月 2日 生活書店から、『延安帰来』印税 44696．00元を受け取る。

　出典：『黄炎培日記』に基づき、筆者作成

　『黄炎培日記』には、1939年に黄炎培が生活書店の名誉社員となっていた記録が見ら

れる。実際、黄炎培は生活書店の経営管理の方向性や具体的な実施方針などについてし

ばしば具体的な提案を出した。たとえば、1939年 3月 14日の午後、鄒韜奮及び徐伯昕

と商談し、生活書店の増資方法について次のように進言した。すなわち、第一に、合作

社としての性質を堅持し、さらに社員を募集する。第二に、銀行団体との合作を行う。

第三に、新たに公益団体を立ち上げ、義援金を募り、出版事業をサポートする。第四に、

社債を発行する。第五に、ほかの個人との合作を模索する。第六に、生活書店の商品を
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担保として融資する 4。このような提言は、黄炎培自身の中華職業教育社での経営管理

の経験に基づいたものだと考えられる。また、黄炎培は『民主化的機関管理』を執筆し

た。鄒韜奮も生活書店の管理に関する文章を多数執筆し、『事業管理與職業修養』にまと

めた。鄒韜奮は黄炎培から経営管理のノウハウを吸収したことも推測される。表 2から

もわかるように、黄炎培は生活書店の実務担当である経理徐伯昕とも頻繁に面会し、生

活書店の経営状況について幾度も話し合った。さらに、黄炎培は中国各地へ出かけた際

にも、地方の生活書店支店へ足を運び、その現状を把握した。したがって、黄炎培は生

活書店の内部において正式な職務には就いていなかったものの、長期にわたり生活書店

の経営管理と関わった人物であることが言えよう。

3　杜重遠について

　杜重遠は、1898年に吉林省徳化県に生まれ、1944年に新疆で死去した。近代中国の

著名な陶磁実業家、ジャーナリストである。1917年に公費による日本留学生として東京

高等工業学校（現東京工業大学）に入学し、1923年に帰国した。杜重遠は、日本で学ん

だ窯業の知識をもとに、帰国後瀋陽で窯業会社を設立した。1927年、杜重遠は奉天（瀋

陽）総商会会長になり、同時に張学良の秘書を兼任した。1931年以降、上海を中心に抗

日救亡宣伝活動に力を入れると同時に、九江で陶業会社を創業した。1935年、「新生事

件」で懲役 1年 2か月の判決を受け、投獄された。1939年に新疆へ行き、新疆学院院長

の職に就いたが、その後盛世才に殺害されたと言われている。

写真 2　杜重遠

出典：『杜重遠文集』

　黄炎培と同じように、表 1には杜重遠の名前は含まれないが、彼も生活書店と深くか
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かわり、一時期において鄒韜奮の代理として生活書店をリードし、雑誌『新生』を世に

送り出した人物である。杜重遠と鄒韜奮の関係について、鄒韜奮夫人の瀋粹縝は次のよ

うに回顧している。

1933年の年末、『生活週刊』は発禁となった。当時、鄒韜奮は海外亡命中だった。杜

重遠さんは、自身の国民党内部の人脈を使って、2か月もしないうちにすべての手

続きを完了させ、新しい雑誌『新生』を創刊した。表向きは新しい雑誌だが、実質

的には『生活週刊』の継続誌である。スタッフもほぼ同じであり、『生活週刊』の編

集チーム（胡愈之、艾寒松、徐伯昕ら）が担当した。5

当時の状況について、杜重遠夫人の候御之は次のように述べている。

1933年の年末、『生活週刊』は発禁となり、鄒韜奮さんも国外へ亡命した。杜重遠

はこの状況を見て非常に心配で居ても立っても居られなかった。とりわけ彼は、進

歩的な出版物が相次いで発行禁止となるとともにファシズムを宣伝する書物が横行

していることを目にして危惧を感じていた。彼は『生活週刊』のような進歩を意味

する旗を失うことは看過できない、文化出版の陣地を取り戻さなければならないと

考えた。杜重遠は自身が実業家であり、東北地域や江西省にも大規模な陶器工場を

持っているという有利な条件を活用し、民間実業家の身分で国民党政府主管部門に

登録し、雑誌『新生』を創刊した。杜重遠は『新生』において「老実話（本音 =引

用者注）」という巻頭コラムを設け、毎号にわたって時事評論を掲載した。6

　杜重遠が『新生』誌に掲載した「老実話」記事は、これまで鄒韜奮が『生活週刊』誌

に掲載した「小言論」記事と「異曲同工」のように見られ、鄒韜奮の精神を引きついだ

象徴であったと思われる。その後、「新生事件」によって杜重遠は逮捕・投獄された。鄒

韜奮らは杜重遠の救出活動を行うと同時に、新たに雑誌『大衆生活』を創刊した。ある

意味では、杜重遠が雑誌『新生』を発行したことは、生活書店にとって極めて重要なこ

とであった。すなわち、鄒韜奮が海外亡命に追い込まれた時期、生活書店は大きな看板

を失ったが、杜重遠がその代わりを務めた。また、杜重遠はただちに『新生』を創刊し、

発行した。『新生』のスタイルは、ほぼ『生活週刊』のまま保持されているため、これ

までの『生活週刊』の読者にも親近感を与え、読者層の継続的確保につながった。そし

て今度は、杜重遠が逮捕され、『新生』が発禁された直後、『大衆生活』が創刊された。

この一連の動きは、1930年代における生活書店のもっとも困難な境地からの脱却につな

がった。杜重遠の存在がなければ、生活書店は早期に夭折していたと考えられる。
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4　胡愈之について

　胡愈之は、1896年に浙江省紹興府上盧県に生まれ、1986年に北京で死去した。近現代

中国のジャーナリスト、国際問題専門家、政治家である。中学時代、魯迅に教えを受け

た。1914年、商務印書館に入社し、のちに『東方雑誌』の編集長を務めた。1928年から

の約 3年間、フランスをはじめ欧州各国を歴遊した。帰国途中に立ち寄ったモスクワで

の見聞をまとめた『モスクワ印象記』は、人気を得て、再版を重ねた。1931年、蔡元培

が主宰する「民権保障同盟」に加入し、執行委員の一人となった。1934年、雑誌『世界

知識』を創刊し、国際問題専門家として注目された。1938年、『魯迅全集』を編集、出

版した。1938年以降、武漢の国民政府軍政委員会政治部第三庁第五処処長となり、抗日

宣伝活動を行った。1940年、シンガポールへ渡り、南洋華僑に向けて抗日宣伝活動を展

開した。その後、約 10年間にわたり南洋で流亡生活を続けた。1949年以降、中華人民

共和国政務院出版総署署長や「民盟」中央常務委員などの要職を務め、言論出版・統一

戦線・華僑などの政策制定にかかわった。胡愈之は戦前からエスぺラント研究者として

も知られている。また、彼は 1933年上海で中国共産党に入党したが、1979年までにそ

の党員である身分を公開しなかったことも特記すべきであろう。

写真 3　胡愈之

出典：『生活書店史稿』

　前述の『モスクワ印象記』が出版された後、胡愈之は旧知の畢雲程を通して、鄒韜奮

と知り合った。これをきっかけに、胡愈之は生活書店にかかわり始めた。

毕雲程によると、鄒韜奮は私が書いた『モスクワ印象記』を読んで、好感を覚えて

くれ、私に『生活週刊』に寄稿してほしいとのことだった。直接面識がないため、

畢雲程に紹介の労を取ってもらったようだ。7



226

言語文化論集　第XXXⅤ巻　第 1号

そして、生活週刊社が中華職業教育社から独立後、胡愈之と生活書店の関係はさらに深

まっていた。彼は次のように回顧している。

私は鄒韜奮に生活書店を設立するように提案した。書店があれば書籍や定期刊行物

を発行することができるし、われわれの宣伝の陣地を拡大することもできる。『生活

週刊』はすでに国民党政府にマークされ、いつ発禁処分されてもおかしくない。書

店があれば、たとえ一つの出版物が発禁されても、名前を変え、継続して発行する

ことができる。私は鄒韜奮に協力し、生活書店の章程を起草し、書店創設に関する

様々な具体的な準備作業を行った。1932年 7月、生活書店が正式に設立された。そ

の後、私は生活書店の業務や編集事務を分担し、1933年に合作社としての出版機構

への改組にも協力した。（中略）ただし、生活書店とは密接な関係にあったとは言

え、私が終始生活書店の正式な職務を担当することはなかった。8

胡愈之がここで言及した「終始生活書店の正式な職務を担当することはなかった」とい

うのは、1938年までのことである。1938年に生活書店本店が重慶へ移され、鄒韜奮と胡

愈之は、生活書店の支店網を拡大することを決めた。当時の様子について、胡愈之は次

のように述べている。

生活書店は重慶へ移転してから、非常に困難な局面に陥った。国民党の圧力の下で

は、業務の展開は極めて困難であった。私は鄒韜奮と、生活書店の今後の方針につい

て相談し、全力で支店網を拡大していくことを決めた。各地の支店と本店が相互に

連絡を保ちながら、同時に独立した経営と発展を果たす。そうすれば、生活書店の

業務拡大と影響力の増加につながるだけでなく、国民党による迫害を防ぐこともで

きる。経営方針について、私は「大衆文化を促進し、戦時需要に応え、サービス精

神を発展する」という原則を提起した。また、われわれは生活書店総管理処の組織

を調整し、「編審委員会」を新たに設立した。私は、「編審委員会」の主席を担当す

ることとなった。これは私がはじめて公的に担当した生活書店の正式な職務であっ

た。9

胡愈之が長期にわたり生活書店の正式な職務に就かなかったことは、彼の共産党地下党

員という隠された身分と関係していたと思われる 10。鄒韜奮の思想が左傾したことには

胡愈之からの影響があったと思われるが、生活書店の方向性も胡愈之が「舞台裏」で指

揮者的な役割を果たしていたことと関係していると考えられる。
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5　徐伯昕について

　徐伯昕は、1905年に江蘇省武進県に生まれ、1984年に北京で死去した。近現代中国の

出版企業家、政治家である。1920年に中華職業学校に入学し、琺瑯工業を学んだ。1925

年に中華職業教育社へ入社し、その後『生活週刊』の編集・発行に携わった。1945年、

中国民主建国会の理事に就任した。中華人民共和国成立後は、出版総署発行局局長、新

華書店総経理などの要職に就いた。

写真 4　徐伯昕

出典：『生活書店史稿』

　徐伯昕は生活書店の創設以前から、鄒韜奮とともに『生活週刊』の発行に携わった人

物であり、その後もずっと鄒韜奮を支え、生活書店の発展に貢献した功労者である。彼

の生活書店における役割について、張友漁は『新文化出版家徐伯昕』の序文において、

以下のように評価している。

当時、生活書店が隆盛を極めたのは、関係者全員の努力もあるが、実際には業務の

主導者だった徐伯昕によるところが大きい。1920年代以来、徐伯昕は鄒韜奮を助け、

『生活週刊』・『大衆生活』・『全民抗戦』など国内外において影響力のあるジャーナル

を次々と作った。彼は生活書店を設立し、上海から全国、さらに海外までの支店網

を作り上げ、国内外において極めて大きな影響力を持った。この事業において、総

設計者は鄒韜奮だったが、業務の実施及び経営管理は徐伯昕の担当だった。仮に鄒

韜奮を鮮やかな赤い花に例えるなら、徐伯昕はまさにその花を引き立てる緑の葉で

ある。11

　生活書店の創業期において、徐伯昕の才能は主に二つの側面で発揮された。一つは、
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『生活週刊』の誌面に多くの広告を取ってきたこと、もう一つは、徐伯昕自身が多くの広

告作品を手がけたことである。鄒韜奮は次のように述べている。

当時、書店の経済的基盤が極めて脆弱だったため、専門の広告プランナーを雇う余

裕は全くなかった。だが幸いにも、多芸多才の伯昕さんが居てくれた。彼は、まさ

に「出将入相（戦いに出ては将軍、朝廷に入っては宰相 =引用者注）」のような人

材である。彼は外へ出かけ各業界から広告の契約を取ってきてくれ、戻ってくると

すぐに広告の図案を設計した。様々な商品の説明文の執筆でも精彩を放った。12

　生活書店は合作社という性質をもつ出版社であるため、外部から融資を受けるという

方法で事業拡大を図った。融資の担当は徐伯昕であった。徐伯昕の指導を受け出版専門

家となった趙暁恩（表 1推広科所属）は、徐伯昕が担当した生活書店の融資実務につい

て、以下のように回顧している。

徐伯昕は書店の経営管理に精通し、いかに民間から資金を集めるかという課題にい

ろいろと思案をめぐらした。彼の方法は主に以下の三つだった。第一に、郵便で定

期購読する顧客の残高を有効利用すること。（中略）第二に、書籍や定期刊行物の予

約注文に力を入れること。（中略）第三に、必要に応じて、銀行から融資して資本金

の調整を行うこと。13

趙暁恩は回顧録のなかでこの 3種類の手法について詳しく記述しているが、ここではそ

の概要のみを紹介する。生活書店の長期顧客（個人顧客及び図書館法人顧客）は 5万に

上るが、すべての顧客に一つ一つの「帳務カード」は作られている。そこに商品購入に

関する入金・出荷などの情報は詳しく記載されている。こうすれば顧客の注文内容、入

金完了日、出荷日、残高などは随時把握である。一つ目の残高利用について、要するに

個々の顧客の残高は多くないが、すべての顧客の残高合計は決して少なくない。また、

郵便を通して購読する場合、収支（入金と出荷）に時差が生じるため、その時差を利用

して得られる差額を有効に利用する。二つ目の書籍や定期刊行物の予約注文は、読者は

割引のサービスが受けられ、商品を安く入手できる。一方、書店側は、予約の数から市

場の状況を察し、発行部数の予定を確実に立てることができるというものである。さら

に、予約注文には予約代金が生じる。この代金相場は常に変化しているが、それほど高

くない。しかし、予約注文の利用者の数が多いため、予約代金の合計額も相当の収入と

なっている。三つ目の銀行から融資は、主に印刷用紙の市場価格が下がり、安値で大量

に仕入れられる際に使う臨時的な融資手段である。
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6　結びに

　最後に、以上の整理と分析を踏まえ、生活書店の主要な関係者たちの相互関係、とく

に彼らの生活書店における役割を考察したい。その前に、本稿で取り上げた人物たちの

政治的傾向をあわせて確認しておきたい。

表 3　生活書店関係者たちの政治的傾向

国民党 共産党 第三勢力 不明
鄒韜奮 ○
黄炎培 ○
杜重遠 ○
胡愈之 ○（裏） ○（表）
徐伯昕 ○

　出典：筆者作成

表 4　生活書店関係者たちの役割

役割 担当職務
鄒韜奮 生活書店の看板、全体責任者、書店の思想面

のリーダー、読者の相談相手
総経理

黄炎培 産みの親、相談役 名誉社員
杜重遠 鄒韜奮の代理 『新生』主編
胡愈之 生活書店の総設計師、編集、時事論評、文化

人の仲介
編審委員会主席

徐伯昕 広告広報、融資、資産管理、人事管理 経理

　出典：筆者作成

　表 4に示すとおり、鄒韜奮・黄炎培・杜重遠・胡愈之・徐伯昕の 5人はそれぞれ異な

る役割から生活書店の経営管理にかかわった。鄒韜奮は生活書店の設立者であり、また

一般の人々から見れば生活書店の代名詞でもあった。彼の広範囲に及ぶ社会的影響力は

生活書店にネームバリューを与え、同時に彼の影響力もそこからさらに推進要素を得て

いた。彼自身も生活書店の看板となっていた。黄炎培は、既述したように生活書店の職

務に直接就くことはなかったが、生活書店の前身である生活週刊社の母体は、彼が主宰

した中華職業教育社であるため、生活書店の産みの親と看做されている。また、彼は長

期にわたり生活書店の経営について常に関心をもち、時には相談役を果たした。杜重遠

は、生活書店に直接かかわった時期は短いが、生活書店を危機から救った重要人物であっ

た。胡愈之は 1939年まで生活書店の表舞台には出ず、裏でその全体にかかわった人物で

ある。また、本稿では詳しく述べなかったが、彼は当時多くの著名文化人と密接な関係
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をもち、その人脈を生活書店の言論出版業務に大いに活用したことを付記しておく。徐

伯昕は、生活書店の実務担当であり、鄒韜奮が思想的な側面から生活書店をリードして

いたのを支える一方で、自らは生活書店の経営的な側面から尽力した功労者であった。

これら 5人は、それぞれの才能と社会的ステータスをもち、各自の長所を発揮し、生活

書店の設立及び発展に貢献した。
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