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真説 毛沢東 

翻訳引用文献一覧 

 

ページ番号の後に★がついているものは、該当箇所が本文注の部分であることを 

示しています。また、引用文中［］で括っている部分は、本書著者（ユン・チア 

ン、ジョン・ハリデイ）が補った部分であり、出典元の邦訳には含まれていませ

ん。 

 

 
【上巻】 

 
第 1 章   故郷韶山を出る 

ページ 

49-50 「父は客たちの前で、私を怠け者で、役立たずだとけなしたのです……（中略） 

……父は私に謝って……」（『中国の赤い星』エドガー・スノー著、松岡洋子訳、 筑摩書房 

p85-86） 

51 「両親は私が十四歳のとき、二〇歳の女性と結婚させましたが、彼女と一緒に暮 

らしたことはまったくなく……（中略）……彼女のことは殆んど考えませんでした」 

（『中国の赤い星』エドガー・スノー著、松岡洋子訳、筑摩書房 p99） 

54-55 「学生の毛沢東君は、その話によると……（中略）……同族のものが集まり住み、農家が

ほとんどである。富を築くのが容易で……」（『毛沢東』竹内実著、 岩波新書 

p38） 

 

第 2 章   共産党員となる 

68-69 「学生の毛沢東君は、その話によると……（中略）……［彼を］激励した……」。 

（『毛沢東』竹内実著、岩波新書 p38-39） 

71 「大半の人びとは私を人間扱いしませんでした」（『中国の赤い星』エドガー・ 

スノー著、松岡洋子訳、筑摩書房 p102） 

73 「疑わなかったことを疑い、取りえなかった方法を取り」（『中国はどこへ行く 

のか』竹内実著、岩波現代文庫 p58） 

76 「思想界の明星」（『中国はどこへ行くのか』竹内実著、岩波書店 p73） 

80 「特別交渉員」（『毛沢東伝』（上）金冲及主編、村田忠禧・黄幸監訳、みすず 

書房 p58）「ロシア式の方法を応用して中国と世界を改造する」「深い賛同をあ

らわす」（『中国はどこへ行くのか』竹内実著、岩波書店  p162, p168） 

 
第 3 章   なまぬるい共産主義者 

84 「ここで貴殿に鄭重に申し上げます。二人は国内の逸材で、大いに将来性に富む 

ものであり……（中略）……必ず二人を重視されることを望みます」（『毛沢東 伝』

（上）金冲及主編、村田忠禧・黄幸監訳、みすず書房 p53） 

104 「私も参加するつもりでした。ところが、開催される場所の名前を私は忘れてし 

まい、同志たちの誰をも探しだせず、出席できませんでした」（『中国の赤い星』 

エドガー・スノー著、松岡洋子訳、筑摩書房 p109） 

 

第 4 章   国民党内での浮沈 

117 「……神経が疲れているし、しかも今日は話をしすぎたので、ここではきっと寝

つけないだろうから、と……（中略）……二、三里［一ないし一・ 五キロ］ほど歩

いたが、それ以上はもう歩けなかった。疲労困憊していたので、湯家湾に一晩泊

まった」（『毛沢東伝』（上）金冲及主編、村田忠禧・黄 幸監訳、みすず書房 

p107） 

121 「現在は中国の農民問題研究に重点を置いている」（『毛沢東伝』（上）金冲 

及主編、村田忠禧・黄幸監訳、みすず書房 p108） 
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127 「かれらは農民協会で大将となり、農民協会は、その手中にあって恐るべき も

のとなった」（中公バックス世界の名著『孫文・毛沢東』「湖南省農民運動視 

察報告」小野信爾訳、中央公論新社 p334）「『土地もつ者はみな土豪、紳士であ

ればみな劣紳』ということばまで生まれ」(同 p333)、「土豪劣紳のお嬢さん、若

奥さんの豪華な寝台にも、土足で上がって寝ころがってみたりする。なにかとい

え ば、捕えてきて三角帽子をかぶせ、村をひきまわし」、「よろず、したいほ

うだ い……農村に一種の恐怖現象さえつくりだしている」(同 p332) 

129 「農村では、どの村でも……恐怖現象をつくりださねばならない」（中公バック 

ス世界の名著『孫文・毛沢東』「湖南省農民運動視察報告」小野信爾訳、中央公 

論新社 p334）「いわゆる土地の没収とは、小作料を払わないことであって、他の 

方法は必要としない」（『毛沢東伝』（上）金冲及主編、村田忠禧・黄幸監訳、 

みすず書房 p123） 

 

第 7 章   さらなる野望、妻の刑死 

211  「開慧の死は百身をもっても贖うことができない」（毛沢東の人間像』林克、凌 星

光共著、サイマル出版会 p72） 

 
第 11 章   長征から外されかける 

311  毛は……好機が来ればさっそくそれをとらえ……党・軍単独支配権奪取の挙に出るだ 

ろう」（『大長征の内幕』オットー・ブラウン著、瀬戸鞏吉訳、恒文社 p138） 

 
第 12 章   長征（一）蒋介石の心算 

327  「蜀道之難、難於上青天」（蜀への道は青天にのぼるにもまして困難だ）（『中国名

詩選』 松枝茂夫編、岩波文庫 p298） 

 
第 13 章   長征（二）黒幕として実権を握る 

363   ……損害もまた――と言っても戦死傷者より病人と疲労による脱落の方が多いのだ

が……連隊も師団も兵員は漸次損耗して行った。（『大長征の内幕』オットー・ ブラウ

ン著、瀬戸鞏吉訳、恒文社 p180） 

368  「或る日、何時もはほとんど接触のない洛甫が……遵義会議以来の毛沢東の冒険 主義

的戦略戦術で生じた破局的な軍事情況なるものについて話を始めた」（『大 長征

の内幕』オットー・ブラウン著、瀬戸鞏吉訳、恒文社 p181） 

369  「談洛甫に及んだとき始めて、毛沢東の語調は鋭さを帯びて来た。洛甫は恐怖に 陥

って自分に陰謀を企んでいる、と彼は言った」（『大長征の内幕』オットー・ ブ

ラウン著、瀬戸鞏吉訳、恒文社 p183） 

375  「大渡河の渡渉は長征の中で唯一の最もきわどい事件であった」（『中国の赤い 星』

エドガー・スノー著、松岡洋子訳、筑摩書房 p136） この木材の床は半分ほど取り

去られていて、……守っていた……この鎖だけの橋を……彼らはやりとげたのである。

（『中国の赤い星』エドガー・スノー著、松岡洋子訳、筑摩書房  p140） 

376  パラフィンが橋板の上に投げられ、燃えはじめた。……手榴弾を投げながら前進 して

いた。（『中国の赤い星』エドガー・スノー著、松岡洋子訳、筑摩書房  p141） 

381 「われわれは全員ひどく虱にたかられており、それは想像できないほどだった」 

「われわれが進むにつれて道の傍らの死者――殺害された者、凍死した者、ただ 

ただ疲労困憊して倒れた者――の数はだんだんと増えて行った……出血性の赤痢 が

蔓延し、最初のチフス患者も出始めた……」（『大長征の内幕』オットー・ブ ラ

ウン著、瀬戸鞏吉訳、恒文社 p191） 

 

第 14 章  長征（三）モスクワを独占する 

385  「張国燾は年の頃四十くらい……その幹部は……万を越す紅軍将兵の給養の死命を制す

る資源を押さえていたのである……張国燾、この毛沢東に負けず劣らず野心家で

……」（『大長征の内幕』オットー・ブラウン著、瀬戸鞏吉訳、恒文社  p195-196） 

389  「『これはわれわれの唯一の外債です』と毛はユーモラスに語った」（『中国の 赤

い星』エドガー・スノー著、松岡洋子訳、筑摩書房 p145） 

393-394 高原は草に被われて……多くの兵士は寒さと疲労のため朝になってももう起きて 

来なかった。これが何と八月さ中の事なのである！……出血性赤痢とチフスがまた

蔓延しはじめた。（『大長征の内幕』オットー・ブラウン著、瀬戸鞏吉訳、恒 
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文社 p214） 

402  「この区域では敵は実質上いないに等しく、土着民が待ち伏せして撃ってくるだけ

だった」（『大長征の内幕』オットー・ブラウン著、瀬戸鞏吉訳、恒文社 p222） 

 
第 19 章    戦争拡大の陰に共産党スパイ 

481  極東の情勢を無視できないし、……傍観するでしょうか。それとも中国人民…… 援助

するでしょうか。ロシアは後者を選ぶと思います。（『中国の赤い星』エド  ガ

ー・スノー著、松岡洋子訳、筑摩書房 p66） 

 

第 20 章   抗日より政敵排除・蒋介石打倒 

514  「中国革命の敵」と呼んだ（ブラウンによれば、「周恩来が『首席検事』として 登

場」したという（『大長征の内幕』オットー・ブラウン著、瀬戸鞏吉訳、恒文社 

p408） 

 
 
 

【下巻】 

 
第 34 章   朝鮮戦争を始めた理由 

95 「わたしはモスクワから遠く離れたところで休暇中であり、朝鮮の情勢について 

詳しく把握していない」（『毛沢東の朝鮮戦争』朱建栄著、岩波書店 p237） 

 
第 48 章   文革という名の大粛清 

448  毛沢東の居室は「学究の隠れ家」（『キッシンジャー秘録 第四巻 モスクワへの 道』

ヘンリー・キッシンジャー著、斎藤彌三郎他訳、小学館 p180）という感じだった、

と、キッシンジャーが感嘆の弁をもらしている。 

 
第 54 章    反共ニクソン、赤に呑まれる 

578-579 「こちら側の反応のしかたが熱心すぎると映らないように」「大統領訪問につい

ては何も触れなかった」（『キッシンジャー秘録 第三巻 北京へ飛ぶ』ヘンリ 

ー・キッシンジャー著、斎藤彌三郎他訳、小学館 p139） 

583  「目を見はるような歓迎」（『キッシンジャー秘録 第三巻 北京へ飛ぶ』ヘンリ ー・

キッシンジャー著、斎藤彌三郎他訳、小学館 p146）「特使派遣という段階を 省こ

うと考えた……特使が大統領訪問の栄光を奪うことがないように、というの がそ

の理由だった」（『キッシンジャー秘録 第三巻 北京へ飛ぶ』ヘンリー・キ ッシ

ンジャー著、斎藤彌三郎他訳、小学館 p148） 

584★  「台湾は簡単に触れられただけだった」（『キッシンジャー秘録 第三巻 北京へ 飛

ぶ』ヘンリー・キッシンジャー著、斎藤彌三郎他訳、小学館 p196） 

590 「ややじれったそう」（『キッシンジャー秘録    第三巻   北京へ飛ぶ』ヘンリー・ 

キッシンジャー著、斎藤彌三郎他訳、小学館 p178）「台湾、ベトナム、朝鮮半島 

といった問題」（『キッシンジャー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、 

鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p91）「いまのような問題は、わたしの立場で 

とやかく言うべきことではありませんね。首相とお話しになればいい」、「先ほ

ど のような厄介な問題には深入りしたくありませんね」「提案があります。背景

説 明はもう少し控えていただけないでしょうか？」（『キッシンジャー［最高機

密］ 会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p90-91）

「共通 の地盤」を見つけ「世界のかたち」を創造すること（『キッシンジャー

［最高機 密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 

p94） 

591  「今日話すべきことは、充分話したでしょうか？」（『キッシンジャー［最高機 密］

会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p94）「主 席の

論文はひとつの国家を動かし、世界を変えました」（『キッシンジャー［最高 

機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p89）「あ

なたのご著書『六つの危機』は、なかなか言い本でした」（『キッシンジャー［最 

高機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p95） 

「主席の詩や演説を読み、あなたが第一級の哲学者であられると存じていた」（『キッシン

ジャー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、 毎日新聞社 
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p89） 

592 毛沢東 彼は博士号をお持ちだとか？ 

ニクソン ええ、非常に優秀な男です。 

毛沢東 今日は、彼に主役になっていただくことにしましょう。 

（『キッシンジャー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎

日新聞社 p89） 

592  「私たちばかりが話をしてはいけませんね。キッシンジャー博士にも発言していた

だかなければ」（『キッシンジャー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、 鈴木

主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p89） 

592  「若い女性をカモフラージュに」（『キッシンジャー［最高機密］会話録』ウィリ

アム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p89-90） 

601  「今回の訪問でも、ソ連が中心的な話題となり、われわれの会話はそのテーマに 終

始しました」（『キッシンジャー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴

木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p146） 

603  「どうしてそうなるのです？ どういう理屈で？……中国で泥沼にはまって、彼らがい

い気分になるとあなたは思いますか？」（『キッシンジャー［最高機密］会話録』

ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p132） 

604  「あなたが病に倒れる寸前だという噂がありましたよ（笑い）。ここに座っていた女

性たちは、みなそれを聞いて残念がった（とくに女性たちから大きな笑い声）。［キッ

シンジャー］博士が倒れてしまったら、われわれの仕事がなくなってしまうという噂で

した」（『キッシンジャー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー 著、鈴木主税+浅

岡政子訳、毎日新聞社 p125）「中国女性を差し上げましょうか？ 一〇〇〇万人で

も結構ですよ（とくに女性から大きな笑い声）」（『キッシンジャー［最高機密］会

話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p127） 

604  「そのような事態が生じた場合、アメリカに何ができるかを研究させるため、四、 五人

の最良と思われる士官を選んで、極秘にあるグループを作りました」（『キッシンジャ

ー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、 毎日新聞社 p181） 

605 「二五年におよぶ敵対関係を超えてうんぬんという話は、すべて戯言だった。 中

国が望んでいるのは、軍事的な緊急事態が生じたときの支援なのだ」「わが国 は

そこまではできないかもしれないが、少なくとも［キッシンジャー (原書は博 士)

と］大統領は中国の真意を理解している。アレックス・エクスタインをはじめ と

するリベラル派の甘チャンどもも中国が好きらしいが、緊急時の軍事支援はどう

かなどと聞かれたら、心臓発作を六〇〇回も起こすだろうよ」（『キッシンジ ャ

ー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞 社 

p187） 

606  「さらに私は、中華人民共和国の力を強めることがわが国にもたらす利益につい て、

フランス外相にお話ししました。中国の防衛に必要な物品について、そちら から

提出されるご要望に迅速に対応するよう、できるかぎりのことをして同盟国 をう

ながしていきたいと思います。 

とくに、貴国はロールス・ロイス社の［エンジン］技術をご要望になっていま 

す。現行の規則では、われわれはそれに反対しなければなりません。しかし、イ 

ギリスとのあいだで手つづきを整備しましたので、この話は進められると思いま 

す。公式には反対の立場をとりますが、それはあくまでも公式の話です。わが国 

の表向きの行動を見て混乱なさらないようにしてください……。」（『キッシンジ

ャー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新 聞社 

p181-182） 

607 「アメリカと中華人民共和国が軍事的な協定を結んだ場合には、きわめて深刻な 

結果が生じるだろうし、ソ連としては極端な手段に訴えることになるだろう」（『キ 

ッシンジャー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、 

毎日新聞社 p180） 

 

第 55 章 周恩来の癌を進行させる 

611   周恩来は外国人の前で毛沢東に対して卑屈なまでに従順だった。毛沢東の前では 周

恩来は「二流の人物だった」（『キッシンジャー秘録 第四巻 モスクワへの道』 

ヘンリー・キッシンジャー著、斎藤彌三郎他訳、小学館 p181） 
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617 「私のほうで検討しなければなりません」（『キッシンジャー［最高機密］会話 

録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p247） 

621 「軍事面について言えば、われわれはいまそれを話しあうべきではありません」 

（『キッシンジャー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木主税+浅岡政子訳、毎

日新聞社 p462） 

 

第 56 章   江青の文革 

639 一九七二年、ニクソン大統領（江青を「不愉快なほど険悪で攻撃的」と評した） 

（『ニクソン回顧録 第一部 栄光の日々』リチャード・ニクソン著、松尾 

文夫・斎田一路訳、小学館 p340） 

 

第 57 章   老人毛沢東、保身を図る 

678 「士気をおおいに奮い立たせた」（『毛沢東秘録（下）』産経新聞「毛沢東秘録』 

取材班、扶桑社文庫 p215） 

 
第 58 章   最後の日々 

687  「わが国は最後です。アメリカ、ソ連、ヨーロッパ、日本、中国――ほら、そう で

しょう」（『キッシンジャー［最高機密］会話録』ウィリアム・バー著、鈴木 主

税+浅岡政子訳、毎日新聞社 p453-454） 


