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広告にみる『現代評論』の勢力

星野　幸代

はじめに

　魯迅は、1920–30年代の中国知識人論争として知られる『現代評論』派との論争

の中で、「官僚からの補助金や銀行からの広告料をもらっている「大雑誌」」1と『現代

評論』を罵ったことがある。後には「広告の種類を見れば、その雑誌の性質はだい

たい推測できる」と語りおこし、文芸誌における広告について次のように述べてい

る。

　たとえば「正人君子」たちのやっていた『現代評論』には、金城銀行の長期広告

が載っていたはずだ･･･（星野略、以下同じ）･･･『語絲』をはじめたころには広告の

選択にきわめて厳格だった。新刊書でも、同人がよくないと思った本ならば、広告

を載せなかった。同人誌だったので、編集者もこのような職権を行使できたのであ

る。･･････だが上海に移ってからは書籍はもちろん、医者の診察料広告も出るし、

ストッキング工場の広告も出るし、そのうち遺精薬の広告まで登場した。･･････そ

のころすでに一部の作家には北新書局〔『語絲』を刊行した出版社〕が直接原稿料

を送っており、もはや発行の責任を負うだけではなくなっていたから、『語絲』も

純粋の同人誌ではなくなっていたのである。

（魯迅「我与語絲的始終」（『萌芽』第一巻第二期　1930年 2月 1日）

魯迅によれば、書物以外の広告は掲載せず、新書広告掲載にも選択の自由がある同人誌

は、「純粋」であることになる。

　一方、魯迅の論敵『現代評論』派の後進と目されている文芸誌『新月』を見ると、そ

の初期には書籍、文具の広告を載せる程度で、その意味では魯迅から文芸誌として評価

されても良かろう。しかし実のところ『新月』には『現代評論』のスポンサーと同系列

の銀行がバックについていたのである（後述）。

　『現代評論』派と魯迅との論争について、思想的、感情的対立に関する研究は少なく

ない。2 感情的な要素として、先行研究は魯迅の留学コンプレックス、女性問題を挙げ

ている。しかしそのほかに『現代評論』に対する嫌悪を視覚的に煽るものとして、広告

があったのではあるまいか。
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　本稿は、今まで比較的曖昧に体制側とされてきた『現代評論』のスポンサーを、3その

掲載広告によって読みとることにより、『現代評論』派と魯迅の対立の理解に資するこ

とを目的とする。

１　『現代評論』の掲載広告

１―１　王手の銀行広告

　『現代評論』は創刊号である第一巻第一期（1924年 12月 13日）～第十期（1925年

2月14日）までは、いかにも国立大学教員の時事評論誌といったストイックな体裁で、

寄稿のほかに何の広告もない。それが、第一巻第十一期（1925年2月21日）に初めて

広告案内が掲載される。

第一巻第十六期（1925年3月28日）より様々な広告が掲載されるはじめるが、本節で

は『現代評論』の広告面で多くのスペースを占めていた銀行について考察してみたい。

　表「『現代評論』掲載の主な銀行／企業広告（掲載開始順）」を見てみよう。

　いわゆる「北四行〔北方の四大銀行〕」の一つである金城銀行は、通算 2年11ヶ月間広

告を掲載し続けた。三年契約だったとして概算すると、2700元弱が広告代として現代評

論社に支払われたことになる。金城銀行の広告は、常に裏表紙という非常に目立つところ

にあり、魯迅ならずとも『現代評論』といえば金城銀行を連想したものと推測される。

　北洋保商銀行は一年近く広告を載せたが、広告打ち切りの理由は定かではない。政府

の国庫であった中国銀行、交通銀行の広告は相次いで掲載が開始されている。この現象

は、両行相互に関係する銀行家が多いことを反映していよう。

　第五巻より広告の料金案内がなくなる。おそらく金城銀行、中国銀行、交通銀行が広

告の長期契約を結んでおり、敢えて広告を募集する必要がなくなったのであろう。

　『現代評論』は北京で第六巻第一三七期まで刊行されたが、言論統制が厳しくなった

ことから発行上の便宜を計って上海に移った。一三八期から早速「南三行〔南方の三大

銀行〕」と称された浙江興業銀行、浙江実業銀行、上海商業儲蓄銀行の広告がつくこと

から、あらかじめこの三行の広告料を見込んでの編集所移転ではないかと推定される。

以降、最終期までこれら浙江財閥による銀行が広告を載せ続ける。

　合併号、増刊号などがあったが大体のところを概算すると、『現代評論』　社は1925年

3月～1928年12月の三年十ヶ月の間に、金城銀行、政府系の中国銀行と交通銀行、そ

全　　　面 半　　　面 四分の一面 八分の一面

扉／裏表紙 25元 15元 9元 6元

本文の後　 15元 09元 6元 3元

四期以上連続掲載は 9割、12期以上は 8割 5分、半年以上は 8割、通年は 7割 5分、挿絵代は別
途相談。

002.星野先生 07.3.26, 2:53 PMPage 2 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



3

広告にみる『現代評論』の勢力

して　「南三行」　から、五千五百元を超える広告料が入った計算になる。4因みに教育部役

人であった魯迅の一か月分の給料が約300元であり、胡適の友人である上海市政府要人

の給料も月々 300元であった。5

　ここで、上記の銀行と　『現代評論』　派　―　特に胡適（1891–1962）、陳源（1896–

1970）、徐志摩（1897–1931）―　との人脈を説明してみたい。6

　金城銀行は 1917年周作民（1884～ 1955）が天津に設立した。周作民は南京政府で

財政部庫蔵司科長であったことから国庫である中国銀行、交通銀行との関係ができ、金

城銀行を設立した当初は交通銀行の職務を兼ね、国民党でも行政院などの役職をかねて

いた。従って、後述する中国銀行の張嘉 、7 交通銀行の銭新之を介して『現代評論』派

とつながった可能性が高い。

　中国銀行は大清銀行を前身として北京で設立され、袁世凱政府の兌換禁止命令を拒否

して上海で独立、1928年以降は為替専門銀行になっていた。経営は張嘉 と宋漢章であ

った。張嘉 は徐志摩の義兄（最初の妻張幼儀の兄）である。

表 『現代評論』掲載の主な銀行／企業広告（掲載開始順、筆者作成。）
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　交通銀行は郵便、鉄道、航運など交通部所管事業を掌握するため袁世凱下で1908年

設立した。1920年代上海支店の支配人であった銭新之（字の永銘で知られる。1885–

1958）は蔡元培と中華職業教育社を組織したことがあり、1916–27年7月北京大学総長

を務めた蔡元培を介して、北京大学教授陣である『現代評論』派とつながったのは自然

な流れであろう。

　浙江興業銀行は、もともと浙江省鉄路公司の機関として創設されたが、1915年に鉄路

公司の国営化を機に民営化したもので、経営者は徐新六と盛竹書であった。徐新六

（1890–？）は1902年上海南洋公学から英国に留学する。これは陳源と重なる学歴であ

ることから、陳源の知己であった可能性が高い。さらに帰国後は北洋政府財政部財政総

長であった梁啓超（1873–1929）の下で秘書を務め、梁の失脚とともに辞職して中国銀

行に転職したのであった。従って梁啓超に師事した徐志摩と知り合ったと推測される。

胡適の1920年代後半～1930年代前半の日記にも、徐新六はしばしば家族ぐるみで登場

する。

　浙江実業銀行は 1923年浙江地方銀行から分離して成立、総支配人は李銘（1887–

1966）である。李銘は、日本で銀行学を学び、帰国して浙江銀行上海支店に勤めていた

とき、中国銀行上海支店副支配人であった張嘉 と知り合っている。

　上海商業儲蓄銀行は1915年陳光甫が張嘉 、李銘の助力により設立、初期の株主に

は徐志摩の父、徐申如がいる。陳光甫は米国留学の時期が胡適と重なっている。

　北洋保商銀行は日独中合弁で、1910年天津商人の外国商人に対する借金を保証する

ために設立されたが1920年より普通の商業銀行になっていた。『現代評論』の広告に

よれば当時の総理は羅文幹（1888–1941）で、彼は北京大学教授時代に胡適と知り合

い、政治家としても北洋政府の財政総長、国民党司法行政部長などを務めている。ま

たオックスフォード大学卒であることから英国留学組の陳源と知り合いであった可能

性がある。

　以上のように、当時の「北四行」と「南三行」すなわち七大銀行の中の四行、また政

府系の有力銀行が、『現代評論』に広告を長期掲載した理由は、『現代評論』派と金融界

との友人ネットワークから説明できるのである。

１―２　その他の企業・銀行広告

　表「『現代評論』掲載の主な銀行／企業広告（掲載開始順）」を見ると、上海に発行所

を移して以来、『現代評論』の広告には銀行以外の企業が一時的に増える。鴻章紡織染

廠、上海永安公司、和豊銀行、広東銀行、上海通易銀行はほぼ同時期に広告を出してお

り、これと入れ替わるように（上海）冠生園食品有限公司が入るという現象は興味深い

が、理由は未調査である。第八巻で唯一イラスト入りの広告で目立つのは中国南洋兄弟
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煙草公司のタバコ「白金竜（Golden Dragon Cigarettes）」の広告である。表に含めな

かったものとして、香港国民銀行が四回、四分の一広告を出している。

　これらは華僑系の企業が圧倒的に多く8、『現代評論』、『新月』　同人の人脈では読みき

れなくなる。友人ルートを離れ、『現代評論』　が知識人階級の有力誌として知名度を増し

たと解釈できるのではなかろうか。

　第六巻で急増したこれらの華僑系の企業・銀行は、第七巻で殆ど撤退していく。この

裏で、1927年4月12日には蒋介石のクーデターが上海でおき、同月南京に国民政府が

成立、8月12日には蒋介石が下野するも、12月には蒋介石が総司令に再任され、翌28

年 1月には復職している。国情と結びつけるとすれば、蒋介石の下野～総司令再任と、

鴻章紡織染廠、上海永安公司、和豊銀行、広東銀行、上海通易銀行の広告掲載時期とは

殆ど重なっており、これらの広告の進退には政治的影響が考えられる。なお、翌年早々

には浙江財閥の宋子文が南京国民政府財政部長に就任しており、勢いを増す浙江財閥

系の「南三行」が、撤退したこれらの企業／銀行の広告に難色を示した可能性もあろ

う。

１―３　新聞、雑誌の広告

　『現代評論』に掲載された新聞雑誌については、本稿では詳細な検討まで至らず、半

年以上の長期連続掲載のもののみを取り上げる。

　当時最王手の書店である商務印書館は最も早期に広告を寄せ、第一巻第十七期　（1925

年4月4日）～第九巻第二〇九期　（1928年12月29日）、つまり最終巻にいたるまで、四

分の一面～全面で新刊広告を掲載している。

　国民党中央委員会の機関紙『中央日報』の広告は、第七巻第一六二期（1928年 1月

14日）～第八巻二〇一期（1928年 10月 13日）に掲載されている。同報は 1928年 2月

1日上海で創刊されており、10月 31日に一時停刊されているから、その間は広告が掲

載され続けていたことが分かる。復刊されたのは『現代評論』が停刊したあとの 1929

年であった。その他にも政府刊行物の広告は、国民政府法制局の『国民政府現行法規』

（第七巻第一七七期～第一七九期）など少なくない。また、上海太平洋書店は第七巻第

一八二期～～最終巻まで四分の一面～全面の図書目録広告を載せているが、その内容は、

中国国民党上海党務訓練所叢書（第六巻第一四二期、1927年8月27日）などほぼ常に

政府系の書物である。

　1927年 7月に徐志摩、胡適を中心として開店した新月書店は、第七巻第一五七期

（1927年 12月 2日）～第八巻一九五期（1928年 9月 1日）に新刊書の四分の一面広告

（× 2のときも）を載せている。『新月』は1928年3月10日創刊された際には、同年同

月 24日の『現代評論』第七巻第一七二期に広告が載っている。
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　注目したいのは、新月書店と『中央日報』のいずれも四分の一面の広告が、半年以上

に渡り肩を並べて出されていたことである（第七巻第一六三期1928年1月21日～第八

巻一九五期1928年9月8日）。この状況は少なくとも徐志摩、陳源の意図するところで

はなかったらしい。なぜなら徐志摩は殆どこの間欧米を遊歴しており、陳源は日本へ行

っており、新月書店は弱体化していたからである。ただ、この広告を見る限り、読者は

新月書店と国民党との強力な結びつきを刷り込まれたに違いない。

　総じて、国民党機関紙および刊行物の広告を連続して掲げていた『現代評論』は、国

民党を支持していると表明しているようなものであった。さらに『中央日報』と広告を

並べていた新月書店が国民党と一体化しているような印象を、読者に与えたとしても無

理はない。

２　新月書店の財源

　『新月』の商業的広告については本稿では詳細に分析することができなかったが、簡

単にその経済的背景について述べておきたい。

　『現代評論』の文芸部分を引き継ぐように創刊された『新月』は、創刊号から第三巻

六号まで商業的広告を載せなかった。その意味では魯迅の理想とする同人誌の体裁を保

っていた。推測するに、『新月』初期には『現代評論』が並存しており、さらに理事に

張嘉 が名を連ねていたこともあり、広告料に期待することなく同人誌のような体裁を

保つことができたのではないか。『新月』は徐志摩の手を離れ、羅隆基による単独編集

になって半年後の第三巻第七号（1929年 10月 10日）から、銀行／企業の広告を出す

ようになる。『現代評論』終刊から十ヵ月後のことである。商業的広告が、政治的にタ

ブーに触れる発言が多く後に政界入りした羅隆基の編集時代に集中し、文学者タイプの

葉公超に編集が代わる（第四巻第二期『志摩追悼号』、1932年 9–10月～）と一気に退

潮するのは興味深い。総じて、『新月』が政治化する以前の『新月』メンバーは、文芸

誌のレベルと広告について魯迅と同様の主張を持っていたのではないかと推測される。

　新月書店の経営については、以下に示す胡適宛の徐志摩書簡が、その内情をよく表し

ていよう。9

1931年 8月 19日

　“新月”　は近々株主総会を開く。本の原稿はすでに続々と受け取っているから、金

があればすぐに大量に印刷できる。新しい株には売り手がついたが、現金の調達は

なんといっても不便なので、公権　〔張嘉 〕　に中国銀行での一万円の引受を頼んで

ある。本来は邵洵美と公権に半分ずつ担保してもらうつもりだったが、後になって

公権がもう一人請け負ってほしいといってきた。邵洵美に四千、季高に三千、あと
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三千は事実上公権が負担する予定だったが、彼は中国銀行関係者なので、彼はあな

たに名義人になってほしいと主張している。季高のところにはもう話をつけたか

ら、今はあなたが手紙で公権かほかの誰かにあなたの代理としてサインするよう指

定してくれれば、この件は解決だ。

志摩　19日　　　　　

　あと一つ大事なこと、昨夜　“新月”　拡充株式会議があり、成果は頗る良好だ。新

たに三万元分株主を募ることを決定した。株主が足りないところは引受で補う。株

を十五口に分けて募集し、一口二千円とする。李孤航がすこぶる熱心で、自分でも

一口請け負うほか、二口募っている。馬君武は香港へ行って少なくとも二千元分は

売る、多ければ二万二千元だ（そうすれば五万元分の株式に拡大する）という。そ

のほかに任堅　〔廖平子〕、品琴　〔不詳〕、老羅　〔羅隆基〕、〔宋〕　春舫、〔邵〕　洵美、「潘

光旦と僕」、陳光甫、「老八公権　〔張嘉 〕」、〔徐〕　新六、季高が各一組を請け負う。

北京ではあなたと葉公超に一組任せ、私は思うに　〔温〕　源寧などがもちろん集まっ

て仲間入りすると思う。

1931年 9月 3日

　“新月”　の引受はすでに首尾よく運び、この一年にまとまった量の新刊を出せる。

存亡はこの一挙にかかっている。〔張〕　公権には特に世話になり、感謝している。利

息を8厘しか取られないのは、〔徐〕　　新六が慎重であったお陰で、本当にどう感謝

したらよいか分からない。

　この文面から、株式会社新月書店が友人同士による内輪経営だったことが如実にうか

がわれる。徐志摩は新月書店の「存亡」と危機を装いつつ、中国銀行に造作なく資金を

都合してもらえ、そのほかにも金銭的に頼れる友人に囲まれていた。またその経済人脈

は『現代評論』時代から代わっていない。

おわりに

　魯迅は広告に関する主義に従い、創刊に深く関与していた『語絲』が商業広告を載せ

るにしたがって『語絲』から遠ざかっていく。ただし魯迅は広告自体を否定していたわ

けではなく、推薦したい雑誌や本の広告掲載は自ら奔走して頼んでいる。10この行動か
A A A

ら、広告の力を十分意識していたことが分かる。だからこそ「広告」をまくらに『現代

評論』をそしったこともあったのだろう。

　もっとも、広告が物語ることから、『現代評論』派がその政治・経済ネットワークに

常に安住していたと結論付けてしまうのは単純に過ぎよう。『新月』掲載の政治的発言

の咎で羅隆基が拘留され、その釈放のために胡適が奔走したように、『現代評論』側も
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自分たちの「純粋」な文筆活動と政情・スポンサーとの間でバランスを探ってい

た。11

　ともあれ、魯迅が「己の利益のみを図り、筆の力をもたぬ弱者を」「息もつげなくさ

せた」12と『現代評論』派を罵ったとき、その脳裏には『金城銀行』その他の広告がよぎ

っていたし、魯迅の文章中に「新月」と目にした読者が国民党中央機関紙の広告を連想

したことは想像に難くない。広告というメディアを介すると、語りつくされた感のある

魯迅対『現代評論』派の論争が、また面目を新たに再起する。

注

01 魯迅「並非閑話（三）」1925年 11月 22日執筆、魯迅　2005。
02 安部悟「魯迅と陳源　―　その論争に見る中国近代の一側面（『未名』第六号、中文研究会編

1987、新村徹「『新月』派と魯迅（上）」（『桜美林大学中国文学論叢』第七号、1979）、細谷草

子「「女師大事件」をめぐる「語絲」と「現代評論」の論争について（上）　（下）」（『野草』第

16–17号、1974–1975）、拙稿 2002などがある。
03 拙稿　2002　p.32でも述べたが、『現代評論』　創刊にあたり現代評論社が段祺瑞より一千元の元

手を受け取ったという噂が当時流れ、なお戦後になってその事実を陳源が肯定していたと作

家・陳紀 が証言している（陳紀 　1971）。
04 本節で取り上げた銀行の広告掲載時期と、本節に示した広告料の概算式はそれぞれ次の通り。

金　城　銀　行：第一巻第十六期（1925年3月28日）～第九巻第二〇九期（1928年2月29日）、

全面広告。

　25　（元）× 4　（週）× 12　（月）× 0.75（通年割引）× 3　（年）＝ 2700元

北洋保商銀行：第二巻第四十九期（1925年 11月14日）～第四巻第九十四期（1926年 9月 25

日）、四分の一面広告。

　 　6　（元）× 4　（週）× 10　（月）× 0.75　（通年割引）＝ 180元

中　国　銀　行：第三巻第六十七期（1926年 3月 20日）～第九巻第二〇九期（1928年 2月 29

日）、半面広告。

　 　9　（元）× 4　（週）× 12　（月）× 0.75　（通年割引）× 3　（年）＝ 927元

交　通　銀　行：第三巻第七十三期（1926年 5月 1日）～第九巻第二〇九期（1928年 12月 29

日）、半面広告

　9　（元）× 4　（週）× 12　（月）× 0.75　（通年割引）× 3　（年）＝ 927元

上海商業儲蓄銀行：第六巻第一三八期（1927年 7月 30日）～第八巻第百九十期（1928年 7月 28

日）、半面広告。第八巻第百九十一期（1928年8月3日）～第九巻第二〇九期

（1928年 12月 29日）、四分の一面広告。

　9　（元）× 4　（週）× 13　（月）× 0.75　（通年割引）＝ 351元

　6　（元）× 4　（週）× 05　（月）× 0.85　（割　　引）＝ 102元　　計 453元

浙江興業銀行、浙江実業銀行：

いずれも第六巻第一三八期（1927年7月30日）～第九巻第二〇九期（1928年

12月 29日）、四分の一面広告。

　6（元）× 4（週）× 17（月）× 0.75＝ 306元
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広告にみる『現代評論』の勢力

　上記、金城銀行、中国銀行、交通銀行、浙江興業銀行、浙江実業銀行、上海商業儲蓄銀行、

北洋保商銀行の広告料を合計すると 5799元となる。
05 魯迅によれば給料三割として 99元が支給されたことがあり（「記“発薪”」1926年 8月執筆、

魯迅　2005）俸給が全額もらえれば約300元である。上海市政府要人については胡適の 1928

年 9月 7日の日記（胡適　2003）参照。
06 本節にあげた銀行関係者に関する説明は、久保亨　2005、寿充一・寿墨聊・寿楽英編　1996　に

よった。
07 張嘉 は本稿では特に重要な人物であるため、中国銀行とのかかわりを中心に経歴を略紹して

おく。張嘉 　1889–1979　字は公権。日本に留学。帰国後は郵電部の官僚となる。1913年12

月中国銀行上海支店の副支配人となり、1917年に北京に赴任、副総裁に任じられる。1928年

総支配人に昇任。1935年中央銀行副総裁。1947年総裁。
08 本節にあげた企業について、それぞれ『現代評論』広告掲載時期と若干の説明を添える。

鴻章紡織染廠：第六巻第一三九期（1927年8月6日）～第六巻第一五六期（1927年12月3日）

詳細は未調査。当時、英国マンチェスター大学で学んだ王子宿が技師を務め、

和歌山紡績廠で実習、国立桐生高等専科学校1921年卒の童潤夫が同紡織紗廠

廠長であった。広告では「純粋国貨工廠」とうたう。

和　豊　銀　行：第六巻第一三九期（1927年 8月 6日）～第六巻第一五三期（1927年 11月 12

日）。シンガポールに本店。

上海永安公司：第六巻第一四二期（1927年 8月 27日）～第六巻第一四四期（1927年 9月 10

日）、第六巻第一五〇期（1927年10月22日）～第六巻第一五三期（1927年11

月 12日）。1918（16年説も）年、現在の郭氏家族が設立、最初の近代的デパ

ートの一つ。日用品などを売るほか、紡績、保険、綿業、旅行会社など。現在

に至る。

広　東　銀　行：第六巻第一四三期（1927年 9月 3日）～第六巻第一五三期（1927年 11月 12

日）。1912年香港でアメリカ華僑により設立。後に上海イギリス租界に支店を

持つ。

上海通易信託公司：第六巻第一四四期（1927年 9月 10日）～第六巻第一五六期（1927年 12月 3

日）。作家謝冰心の従兄劉道鏗が勤めていたらしいが（謝冰心「関於女人」之

四　「我的表兄們」）、詳細は不明。本社は北京。

香港国民銀行：第六巻第一四九期（1927年10月15日）、第六巻第一五一期（1927年10月29

日）、第六巻第一五三期（1927年11月12日）、第六巻第一五五期（1927年11

月 26日）。香港に本社。

中国南洋兄弟煙草公司：第七巻第一八二期（1928年 6月 2日）～第九巻第二〇九期（1928年 12月 29

日）。「中国人は中国のタバコを」　というキャッチフレーズで華僑への中国産タ

バコの販売で成功し、1916年以来中国国内市場にも大々的に進出、中国最大

のタバコ製造販売会社になっていた。

冠生園食品有限公司：第六巻第一五四期（1927年11月19日）～第七巻第一五八期（1927年12月17

日）。1918年設立。菓子、清涼飲料などの王手会社。現在に至る。
09 徐志摩　2005　所収。

引用の徐志摩書簡に登場する人名について簡単に解説する（登場順）。

張嘉  ：既出

邵洵美 1906–68　実家が張嘉 の近隣だったことから徐志摩と知己になる。当時金屋書店を

経営。
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季高・李経邁　（1876–1938　李鴻章の次男。辛亥革命後上海に隠居）　の字であるが、この人物

であるかは不詳。

李孤航：不詳だが、「李孤帆」の誤りだとしたら、1894–？　胡適の知人。

馬君武 1881–1939　日本留学。1921年非常大総統府秘書長などを経て各地で大学長などを

歴任。

廖平子 1882–1943　名を任肩、または任堅。辛亥革命時期には愛国詩人。孫文の下で宣伝に

従事。香港同盟会の『中国日報』記者。

羅隆基 1898–1965　コロンビア、ロンドン大学に留学。『新月』後期に単独編集者。

潘光旦 1899–1967　米国留学。復旦大学、光華大学教授。

宋春舫 1892–1939　スイスに留学、北京大学、上海セント・ジョン大学などで教授。

徐新六：既出。

陳光甫：既出。

温源寧 関する回顧録『我的朋友胡適之』（遼寧教育出版社、2006）が出たが未見。

葉公超 1904–81　ハーバード大学、ケンブリッジ大学留学、26年国民党入党。北京大学教

授。『新月』前期の編集者の一人。
10 魯迅の黄源あて 1936年 10月 9日、10月 10日付け書簡、黎烈文あて1936年 10月 10日付け

書簡で、相次いで新刊書評広告と、聨華書局の新書広告を作成して送り、雑誌『訳文』、『作

家』、『中流』への掲載を頼んでいる。
11 1931年 1月 19日には胡適は前年の『新月』発禁および羅隆基拘束を受けて、『新月』既刊を

蒋介石に見せて『新月』が反動的であるかいなか直々に判断してほしいと、陳布雷に請願して

いる（胡適　2005）。1931年7月にも新月書店は『新月』の羅隆基の文章が反動的だというこ

とで家宅捜索され、『新月』　数百冊が没収された。胡適らの奔走で当日に書店は営業を再開し

た。
12 「我還不能帯住」1926年 2月 3日執筆、魯迅 2005。

引用文献表

陳紀 　「陳通伯先生一生的貢献」『伝記文学』第十六巻第六期　41-47

星野幸代　『徐志摩と新月社　―　近代中国の文芸的公共圏』（コンテンツワークス、2002）

胡適　『胡適全集』第 31巻（安徽教育出版社、2003）

久保亨　『戦間期中国の綿業と企業経営』（汲古書院、2005）

徐志摩　『徐志摩全集』第 6巻（天津人民出版社、2005）

寿充一・寿墨聊・寿楽英編　『近代中国工商人物誌』第二冊（中国文史出版社、1996）

魯迅　『魯迅全集』第 3巻（人民大学出版社、2005）
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