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『春秋左氏伝』 

 

巻第五 僖公 

 

  在位：前６５９年～前６２７年 

  魯の第十九代目の君主（『史記』は釐公に作る） 

  名は申 

  荘公の少子、閔公の弟 
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『經』 

 ・元年（前６５９年）、春、王の正月。 

 ・齊の師・宋の師・曹の師、聶北に次りて、邢を救う。 

 ・夏、六月、邢、夷儀に遷る 

 ・齊の師・宋の師・曹の師、邢に城く。 

 ・秋、七月戊辰、夫人姜氏、夷に薨ず。齊人以て歸る。 

 ・楚人、鄭を伐つ。 

 ・八月、公、齊侯・宋公・鄭伯・邾人に檉（テイ）（杜注：檉は宋の地）に會

す。 

 ・九月、公、邾の師を偃に敗る。 

 ・冬、十月壬午、公子友、師を帥いて莒の師を酈（リ、魯の地名）に敗り、

莒の挐（ジョ、莒の君の弟）を獲。 

 ・十有二月丁巳、夫人氏（姜氏）の喪、齊に至る。 

 

 『傳』 

 ・元年、春、即位を稱せざるは、公、出づる故なり。公、出でて復た入る。

書せざるは、之を諱みてなり。國惡を諱むは、禮なり。 

 ・諸侯、邢を救う。邢人潰え、出でて師（諸侯の師）に奔る。師遂に狄人を

逐い、邢の器用を具えて之を遷し、師、私すること無し。 

 ・夏、邢、夷儀に遷る。諸侯、之に城くは、患を救うなり。凡そ侯伯、患を

救い、災を分かち、罪を討つは、禮なり。 

 ・秋、楚人、鄭を伐つは、鄭、齊に即くが故なり。犖（ラク、杜注：犖は即

ち檉なり、地名、二つ有り）に盟うは、鄭を救うことを謀るなり。 

 ・九月、公、邾の師を偃に敗る。虚丘の戍の将に歸らんとする者なり（この

句の解釈は二説有り、虚丘を服虔は魯の邑とし、杜預は邾の邑とする。杜注：

虚丘は邾の地、邾人、既に哀姜を送り還る、齊人、之を殺す、因りて虚丘に戍

りて、以て魯を侵さんと欲す、公、義を以て齊に求む、齊、姜氏の喪を送る、

邾人懼れて乃ち歸る、故に公、要して之を敗る）。 

 ・冬、莒人、來たりて賂を求む。公子友、諸を酈に敗り、莒子の弟挐（ジョ）

を獲たり。卿に非ざるなり。之を獲るを嘉するなり（挐は卿でないので、本来

は捉えても書さないが、喜びの意を表して書いたということ）。公、季友に汶陽

の田と費とを賜う。 

 ・夫人氏の喪、齊自り至る。君子、齊人の哀姜を殺すを以て、已甚（二字で

“はなはだし”と訓ず）だしと為す。女子は人に從う者なり。 

 

 『經』 
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 ・二年（前６５８年）、春、王の正月、楚丘に城く。 

 ・夏、五月辛巳、我が小君哀姜（小君は臣下が君の夫人を謂うときの言葉）

を葬る。 

 ・虞の師・晉の師、下陽（杜注：下陽は虢の邑）を滅ぼす。 

 ・秋、九月、齊侯・宋公・江人・黄人、貫（杜注：貫は宋の地）に盟う。 

 ・冬、十月、雨ふらず。 

 ・楚人、鄭を侵す。 

 

 『傳』 

 ・二年、春、諸侯、楚丘に城きて衛を封ず。會する所を書せざるは、後れた

ればなり。 

 ・晉の荀息、屈産の乘（「乘」は四頭一組の馬）と垂棘の壁とを以て道を虞に

假りて、以て虢を伐たんことを請う。公曰く、「是れ吾が寶なり。」對えて曰く、

「若し道を虞に得ば、猶ほ外府のごときなり（道を虞に借りれば、虢を滅ぼし

た後で虞も滅ぼすので、外の寶物庫に収めているのと同じであるということ）。」

公曰く、「宮之奇（虞の賢臣）存す。」對えて曰く、「宮之奇の人と為りや、懦に

して強諫すること能わず。且つ少きより君に長じ、君、之に暱（なじむ）む。

諫むと雖も、将に聽かざらんとす。」乃ち荀息をして道を虞に假らしめて、曰く、

「冀、不道を為し、顛軨自り入りて、鄍（ベイ、杜預は虞の邑とし、服虔は晉

の邑とする）の三門（服虔説に従えば、三門山の名、これに從う）を伐つ。冀

（國名）の既に病めるは、則ち亦た唯君の故なり（虞が援軍を出して助けてく

れたおかげだといっている）。今虢、不道を為し、逆旅を保ちて（「逆旅」は客

舎、其れを整えること）、以て敝邑の南鄙を侵せり。敢えて請う、道を假りて、

以て罪を虢に請わん。」虞公、之を許し、且つ先んじて虢を伐たんことを請う。

宮之奇、諫むるも聽かず、遂に師を起す。夏、晉の里克・荀息、師を帥いて虞

の師に會して、虢を伐ち、下陽を滅ぼす。先づ虞を書するは、賂の故なり。 

 ・秋、貫に盟うは、江・黄（杜注：江・黄は楚の與國（同盟国）なり）を服

すればなり。 

 ・齊の寺人貂（チョウ、寺人は奥で君の側で仕える小臣）、始めて師を多魚（地

名）に漏らす。 

 ・虢公、戎を桑田に敗る。晉の卜偃曰く、「虢は必ず亡びん。下陽を亡いて懼

れずして、又功有り。是れ天之が鑒を奪いて（「鑒」は「鏡」、鏡は自分自身を

写すものであり、それを奪うとは、省みる、乃ち反省をさせないことを指す）、

其の疾（やまい、傲慢という自国を滅ぼす病）を益すなり。必ず晉を易（あな

どる）りて、其の民を撫せざらん。以て五稔（ジン、「稔」は穀物が稔る事から

一年を指す）なる可からず。」 
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 ・冬、楚人、鄭を伐ち、鬭章（楚の大夫）、鄭の耼伯（タン・ハク）を囚らう。 

 

 『經』 

 ・三年（前６５７年）、春、王の正月、雨ふらず。 

 ・夏、四月、雨ふらず。 

 ・徐人、舒を取る。 

 ・六月、雨ふる。 

 ・秋、齊侯・宋公・江人・黄人、陽穀（杜注：陽穀は齊の地）に會す。 

 ・冬、公子友、齊に如き涖（のぞむ）みて盟う。 

 ・楚人、鄭を伐つ。 

 

 『傳』 

 ・三年、春、雨ふらず、夏、六月雨ふる。十月自り雨ふらず、五月に至る。

旱すと曰ざるは、災を為さざればなり。 

 ・秋、陽穀に會するは、楚を伐たんことを謀るなり 

 ・齊侯、陽穀の會の為に來たりて盟いを尋（あたためる）めんとす。冬、公

子友、齊に如き涖みて盟う（杜注：公、時に陽穀に會せず、故に齊侯、陽穀自

り人をして魯に詣らせ盟いを尋むるを求めしむ、魯、上卿をして齊に詣らせ盟

を受けしむ）。 

 ・楚人、鄭を伐つ。鄭伯、成ぎを欲す。孔叔可かず。曰く、「齊、方に我を勤

む（楊注：「勤」は「労」なり、勤我とは、我が為に勤労するなり）。徳を棄つ

るは、不祥なり。」 

 ・齊侯、蔡姫と舟に囿に乘る（庭の中の池で舟に乗った）。公を蕩かす（「蕩」

は「動」、舟を揺すったこと）。公懼れて、色を變ず。之を禁ずれども、可かず。

公、怒り、之を歸し（実家の蔡に帰すこと）、未だ之を絶たず（正式に離婚はし

ていないこと）。蔡人、之を嫁す。 

 

 『經』 

 ・四年（前６５６年）、春、王の正月、公、齊侯・宋公・陳侯・衛侯・鄭伯・

許男・曹伯に會して蔡を侵す。蔡、潰ゆ。遂に楚を伐ち、陘（楚の地）に次る。 

 ・夏、許男新臣卒す。 

 ・楚の屈完、來たりて師に盟わんとす（杜注：屈完は楚の大夫なり、楚子、

完をして師に如き、以て齊を觀さしむ、屈完、齊の盛んなるを觀、因りて盟を

求めんとす）。召陵に盟う。 

 ・齊人、陳の轅濤塗を執らう。 

 ・秋、江人・黄人と陳を伐つ（杜注：魯が齊の命を受けて陳の罪を討ず）。 
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・八月、公、楚を伐つ自り至る。 

・許の穆公を葬る。 

・冬、十有二月、公孫茲、師を帥いて齊人・宋人・衛人・鄭人・許人・曹人

に會して陳を侵す。 

 

 『傳』 

 ・四年、春、齊侯、諸侯の師を以て蔡を侵す。蔡、潰ゆ。遂に楚を伐つ。楚

子、師と言わしめて曰く（「與師」は諸侯の師に向かってという意）、「君は北海

に處り、寡人は南海に處る。唯是れ風する馬牛も相及ばざるなり（楊注：牛馬

の牝牡、相誘いて相逐う、之を風すと謂う。境界を接している國なら、牝牡の

牛馬が互いに誘い合って境界を越えて入り乱れるが、楚と齊では、遠く離れて

入るので、そのような事に為らないということ）。虞（はかる）らざりき、君の

吾が地に渉らんことを。何の故ぞ。」管仲對えて曰く、「昔、召康公、我が先君

大公（齊の始祖太公望）に命じて曰く、『五侯・九伯（諸説有るが、杜預の説に

従い、五侯は、公・侯・伯・子・男の五等の諸侯、九伯は、九州の方伯、即ち

各州の諸侯に解する）、女、實に之を征して、以て周室を夾輔せよ（各地の諸侯

に罪があれば、之を征伐して周室を助けよということ）。』我が先君に履（楊注：

「履」は、踐履する所の界、齊國の彊土を指すに非ず、乃ち得て以て征伐の範

囲を指す）を賜い、東は海に至り、西は河に至り、南は穆陵に至り、北は無棣

（ム・テイ）に至る。爾の貢する苞茅入らざれば、王の祭り共わらず、以て酒

を縮（こす）すこと無し（苞茅はちがやの一種で、酒を漉すのに使う、祭祀用

の酒）。寡人是れ徴す。昭王、南征して復らず。寡人、是れ問う。」對えて曰く、

「貢の入らざるは、寡君の罪なり。敢えて供給せざらんや。昭王の復らざるは、

君其れ諸を水濱に問え。」師、進みて、陘に次る。夏、楚子、屈完をして師に如

かしむ。師、退いて召陵に次る。齊侯、諸侯の師を陳ね、屈完と與に乘りて之

を觀る。齊侯曰く、「豈に不穀（王侯の謙称）が是れ為ならんや（楊注：意は諸

侯の師を興すは、我が為に非ざるを言う）。先君の好みを是れ繼ぐ。不穀と好み

を同じくせば如何。」對えて曰く、「君、惠みて福を敝邑の社稷に徼（もとめる）

め、辱く寡君を収むるは、寡君の願いなり。」齊侯曰く、「此の衆を以て戰わば、

誰が能く之を禦がん。此を以て城を攻めば、何れの城にか克たざらん。」對えて

曰く、「君、若し徳を以て諸侯を綏（やすんず）んぜば、誰が敢えて服さざらん。

君、若し力を以てせば、楚國は方城以て城と為し、漢水以て池と為す。衆しと

雖も之を用うる所無からん。」屈完、諸侯と盟う。 

 ・陳の轅涛塗（陳の大夫）、鄭の申侯（鄭の大夫）に謂いて曰く、「師、陳・

鄭の間に出でば、國必ず甚だ病まん（楊注：「病」は「困」なり、『詩江漢正義』

云う、其の意は、齊侯の經る所を以ての處は多く徴発有り、陳・鄭両国は其の
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軍道に當り、去りて既に之を過ぎ、來たりて又之を過ぐれば、則ち民将に困病

せんとするなり）。若し東方に出で、兵を東夷に觀し、海に循いて歸らば、其れ

可ならん。」申侯曰く、「善し。」涛塗、以て齊侯に告ぐ。之を許す。申侯見えて

曰く、「師、老いたり（軍は疲れておりますということ）。若し東方に出でて敵

に遇えば、懼らくは用う可からざるなり。若し陳・鄭の間に出で、其の資糧ヒ

（“尸”の中に“非”の字）屨を共せば（「資糧」は物資と食料、ヒは草で作っ

たくつ、屨は麻で作ったくつ）其れ可ならん。」齊侯説び、之に虎牢（鄭の邑）

を與え、轅涛塗を執らう。 

 ・秋、陳を伐つは、不忠を討ずるなり。 

 ・許の穆公、師に卒し、之を葬るに侯を以てするは（楊注：許は男爵為り、

而るに侯の禮を以て之を葬る）、禮なり。凡そ諸侯、朝・會に薨ずれば、一等を

加え、王事に死すれば二等を加う。是に於いて袞を以て歛すること有り（「袞」

（コン）は天子の服、「歛」（レン）は「斂」の義に読む、なきがらを天子の服

で包むこと）。 

 ・冬、叔孫戴伯（魯の大夫公孫茲）、師を帥いて諸侯の師に會して陳を侵す。

陳、成ぐ。轅涛塗を歸す。 

 ・初め、晉の獻公、驪姫を以て夫人と為さんと欲す。之を卜す。不吉なり。

之を筮す。吉なり。公曰く、「筮に從わん。」卜人曰く、「筮は短く龜は長し。長

きに從うに如かず（長短は優劣）。且つ其の繇（ヨウ、うらないのことば）に曰

く、『之を專らにせば渝り、公の羭を攘まん（「渝」は「變」、「羭」（ユ）は牡羊、

「攘」は「盗」、臣下の一人を專らに寵愛すれば、その者は増長して變化し、や

がて公の羊を盗むようになるだろうという意味）。一薫一蕕、十年尚ほ猶ほ臭有

り（「薫」は香草、「蕕」（ユウ）は悪臭の草、香草と悪臭の草とを一緒にすると、

良い香りに悪臭が取って代わり、十年後まで悪臭だけが残る、乃ち善臣と惡臣

とをたとえている）。』必ず不可なり。」聽かず。之を立つ。奚齊を生む。其の娣、

卓子を生む。将に奚齊を立てんとするに及び、既に中大夫と謀を成す。姫、大

子に謂いて曰く、「君、齊姜を夢む。必ず速やかに之を祭れ（姫は驪姫、大子は

申生、其の母が齊姜）。」大子、曲沃に祭り、胙（ひもろぎ、神に供えた肉）を

公に歸（おくる）る。公、田（かり）す。姫、諸を宮に寘（おく）くこと六日。

公至り、毒して之を獻ず。公、之を地に祭る。地、墳す。犬に與う。犬斃る。

小臣に與う。小臣も亦た斃る。姫、泣きて曰く、「賊、大子に由る。」大子、新

城（杜注：新城は曲沃なり）に奔る。公、其の傳杜原款を殺す。或るひと、大

子に謂う、「子辭せよ（「辭」は訴えて弁明する意）。君必ず辯（了解する意）ぜ

ん。」大子曰く、「君、姫氏に非ざれば、居安からず、食飽かず。我辭せば、姫

必ず罪有らん。君老いたり。吾又楽しまず。」曰く、「子、其れ行（「去」の義）

らんか。」大子曰く、「君、實に其の罪を察せず。此の名を被りて以て出でば、
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人誰が吾を納れん。」十二月戊申、新城に縊る。姫遂に二公子を譖りて曰く、「皆、

之を知る。」重耳、蒲に奔り、夷吾、屈に奔る。 

 

 『經』 

 ・五年（前６５５年）、春、晉侯、其の世子申生を殺す。 

 ・杞の伯姫、來たりて其の子を朝せしむ。 

 ・夏、公孫茲、牟（楊注：牟は魯の隣国）に如く。 

 ・公、齊侯・宋公・陳侯・衛侯・鄭伯・許男・曹伯と王の世子に首止に會す。 

 ・秋、八月、諸侯、首止に盟う。 

 ・鄭伯、逃げ歸りて盟わず。 

 ・楚人、弦を滅ぼす。弦子、黄に奔る。 

 ・九月戊申、日之を食すること有り。 

 ・冬、晉人、虞公を執う。 

 

 『傳』 

 ・五年、春、王の正月辛亥朔、日、南至す（太陽が南の極点に達したこと、

乃ち冬至である）。公、既に朔を視、遂に觀臺に登りて以て望みて書す。禮なり。

凡そ分・至・啓・閉（「分」は、春分・秋分、「至」は、夏至・冬至、「啓」は、

立春・立夏、「閉」は、立秋・立冬）には、必ず雲物（杜注：雲物は気色災變な

り）を書す（楊注：蓋し古の禮、國君は二分二至と四立の日に於いては、必ず

臺に登りて以て天象を望み、其の吉凶を占いて之を書す）。備えの為の故なり。 

 ・晉侯、大子申生を殺すの故を以て來たり告げしむ。初め、晉侯、士蔿をし

て二公子の為に蒲と屈とを築かしむ。慎まずして、薪を寘く（工事を軽んじて、

土に薪を交え、雑に作った）。夷吾、之を訴う。公、之を讓（「責」の義）めし

む。士蔿、稽首して對えて曰く、「臣之を聞く、喪無くして慼（いたむ、悼む意）

めば、憂い必ず讎（むかう、応じる意）う（喪でもないのに悲しめば、憂いは

本当にやって來る）。戎無くして城けば、讎必ず保つ、と。寇讎の保つ、又何ぞ

慎まん。官を守り命を廢するは不敬なり。讎の保を固くするは不忠なり。忠と

敬とを失わば、何を以てか君に事えん。詩（『詩経』大雅）に云う、『徳を懐え

ば惟れ寧く、宗子（嫡子）惟れ城なり。』君其れ徳を修めて宗子を固くせば、何

の城か之に如かん。三年にして将に師を尋（杜注：「尋」は「用」なり）いんと

す。焉んぞ慎むを用いん。」退きて賦して曰く、「狐裘、尨茸（ボウ・ジョウ、

破れて乱れて入る様子）たり、一國に三公（獻公・重耳・夷吾の三人、異説も

ある）あり、吾誰にか適從せん。」難に及び（楊注：難は申生の死と驪姫の譖と

を指す）、公、寺人披をして蒲を伐たしむ。重耳曰く、「君父の命には校（手向

かう意）せず。」乃ち徇えて曰く、「校する者は、吾が讎なり。」垣を踰えて走る。
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披、其の袪（キョ、袖口）を斬る。遂に翟に出奔す。 

 ・夏、公孫茲、牟に如きて娶る。 

 ・首止に會するは、王の大子鄭に會して、周を寧んずるを謀るなり。 

 ・陳の轅宣仲、鄭の申侯の己に召陵に反きしことを怨む。故に之に勧めて其

の賜邑（齊の桓公より与えられた虎牢）に城かしめて、曰く、「美しく之に城け、

大名なり。子孫忘れざらん。吾、子を助けて請わん。」乃ち之が為に諸侯に請い

て之に城く。美し。遂に諸を鄭伯に譖して、曰く、「美しく其の賜邑を城くは、

将に以て叛かんとするなり。」申侯、是に由り罪を得たり。 

 ・秋、諸侯盟う。王、周公をして鄭伯を召さしめて、曰く、「吾、女を撫して

以て楚に從わしめ、之を輔くるに晉を以てせん。以て少しく安かる可し（杜注：

王、齊桓の大子の位を定むるを恨む、故に鄭伯を召して齊に叛かしむるなり、

晉・楚は、齊に服さず、故に以て鄭を鎮安す）。」鄭伯、王命に喜びて、其の齊

に朝せざるを懼る。故に逃げ歸りて盟わざらんとす。孔叔、之を止めて曰く、「國

君は以て軽々しくす可からず。軽々しくすれば則ち親を失う。親を失えば、患

い必ず至らん。病みて盟いを乞えば、喪う所多からん。君必ず之を悔いん。」聽

かず。其の師を逃げて歸る。 

 ・楚の鬭穀於菟、弦を滅ぼす。弦子、黄に奔る。是に於いて、江・黄・道・

柏、方に齊に睦まじ。皆弦の姻なり。弦氏、之を恃みて楚に事えず、又備えを

設けず。故に亡ぶ。 

 ・晉侯、復た道を虞に假りて以て虢を伐つ。宮之奇諫めて曰く、「虢は虞の表

なり。虢亡べば、虞必ず之に從わん。晉は啓く可からず。寇（兵）は翫（もて

あそぶ）ぶ可からず。一たびするも之れ甚だしと謂う。其れ再びす可けんや。

諺に所謂る、輔（車を補強するための添え木）車相依り、唇亡ぶれば齒寒しと

は、其れ虞・虢を之れ謂うなり。」公曰く、「晉は吾が宗なり、豈に我を害せん

や。」對えて曰く、「大伯・虞仲は大王の昭なり（「昭」は、廟の配置を定めた昭

穆の制度、太祖を中央に祭り、左前方を昭と謂い、第二世、右前方を穆と謂い、

第三世を祭り、以後順次昭・穆と廟を立てる、天子は七廟と謂われ、昭・穆そ

れぞれ三廟を限度とし、其れを越える場合は、順次上から太祖の廟に移してゆ

き、常に三廟をたもつ、ここでは、大伯も虞仲も大王の子であることを意味し

ている）。大伯從わず。是を以て嗣がず（虞仲も嗣がなかった）。虢仲・虢叔は

王季の穆なり。文王の卿士と為り、勲、王室に在り、盟府（盟いの文書を保管

している蔵）に蔵めらる。将に虢を是れ滅ぼさんとす。何ぞ虞を愛せん。且つ

虞は能く桓・荘より親しまんか。其れ之を愛せば、桓・荘の族は何の罪ありて、

以て戮せらる。唯偪まるのみならずや。親、寵を以て偪まるすら、猶ほ尚ほ之

を害す。況や國を以てするをや。」公曰く、「吾が享祀（神を祀ること）は豊絜

（お供え物が豊かで清らかであること）なり、神は必ず我に據らん。」對えて曰
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く、「臣之を聞く、鬼神は人を實に親しむに非ず。惟（「唯」の義）だ徳に是れ

依る。故に周書に曰く、『皇天親無し。惟だ徳を是れ輔く。』又曰く、『黍稷馨し

きに非ず。明徳惟れ馨し。』又曰く、『民は物を易えず。惟だ徳繄（これ）れ物

（民に対しては、治める為の物を変えるのでは無く、徳を示すことが大事であ

る）。』是の如くんば、則ち徳に非ざれば、民和せず、神享けず。神の憑依する

所は、将に徳に在らんとす。若し晉、虞を取りて、明徳以て馨香を薦めば、神

其れ之を吐かんや。」聴かず。晉の使いに許す。宮之奇、其の族を以て行る。曰

く、「虞、臘せず（「臘祭」は年末の祭り、それまで國は存続しないであろうと

いう意味）。此の行に在らん。晉、更に舉げざらん（「此行」は今回の出軍、改

めて軍を出して虞を滅ぼすのでなく、今回の出軍で亡ぶであろう）。」八月甲午、

晉侯、上陽（杜注：上陽は虢都）を圍む。卜偃に問いて曰く、「吾其れ濟（「成」

の義）らんか。」對えて曰く、「之に克たん。」公曰く、「何の時ぞ。」對えて曰く、

「童謡に云う、『丙子（原文は「子」の字は無いが、金沢文庫本により、「子」

の字を補う）の晨に、龍尾、辰に伏す（「龍」は東方を指す蒼龍、「尾」はそこ

に属する宿星、虢にたとえている、「辰」は日月の光が宿るところ、晉にたとえ

ている）。均服振振（「均服」は軍服、「振振」は盛んな貌）として、虢の旂を取

る。鶉の賁賁たる（「鶉」（ジュン）は南方の宿星の「柳」のこと、鶉火星とも

いう、晉にたとえている、「賁賁」は盛大な貌）、天策焞焞たり（「天策」は天策

星、夜明け時の西方の星、虢にたとえている、「焞焞」（トン・トン）は光輝無

きの貌）。火の中するとき軍を成し（「火」は鶉火星、これが南方に輝くとき、

軍は敵を敗るだろう）、虢公其れ奔らん。』其れ九月十月の交か。丙子の旦、日

は尾に在り、月は策に在り、鶉火、中す。必ず是の時ならん。」冬、十二月丙子

朔、晉、虢を滅ぼす。虢公醜、京師に奔る。師還るとき、虞に館し、遂に虞を

襲い、之を滅ぼし、虢公と其の大夫井伯とを執らえ、以て秦の穆姫に媵（ヨウ、

花嫁の付き添いにすること）す。而して虞の祀りを修め、且つ其の職貢を王に

歸る（虞が職分として王に献上する予定の物を王に献納した）。故に書して、晉

人、虞公を執らうと曰うは、虞を罪し、且つ易きを言うなり。 

 

 『經』 

 ・六年（前６５４年）、春、王の正月。 

 ・夏、公、齊侯・宋公・陳侯・衛侯・曹伯に會し、鄭を伐ち、新城を圍む。 

 ・秋、楚人、許を圍む。諸侯、遂に許を救う。 

 ・冬、公、鄭を伐つ自り至る。 

 

 『傳』 

 ・六年、春、晉侯、賈華をして屈を伐たしむ。夷吾、守ること能わず。盟い
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て行る（楊注：屈人と盟い、其れ以て後に相助くるを約す）。将に狄に奔らんと

す。郤芮（ゲキ・ゼイ）曰く、「後に出でて同じく走るは、罪なり（既に重耳が

狄に逃げているので、そこへ逃げることは、共謀していると思われて罪になる）。

梁に之くに如かず。梁は秦に近くして幸せらる。」乃ち梁に之く。 

 ・夏、諸侯、鄭を伐つは、其の首止の盟いを逃るるを以ての故なり。新密を

圍むは、鄭の時ならざるを以て城きし所なればなり。 

 ・秋、楚子、許を囲みて以て鄭を救う。諸侯、許を救う。乃ち還る（楚が退

いた）。 

 ・冬、蔡の穆侯、許の僖公を将いて、以て楚子に武城に見えしむ。許男は面

縛して（杜注：手を後ろに縛り、未だ面を見せず）壁を銜（ふくむ、死者に玉

を含ませることから、死者のふりをしている事）み、大夫は衰絰（サイ・テツ、

喪服）し、士は櫬（シン、柩）を輿（おう、かつぐこと）う。楚子、諸を逢伯

（楚の大夫）に問う。對えて曰く、「昔、武王、殷に克ちしとき、微子啓（殷の

紂王の庶兄）、是の如くせり。武王親ら其の縛を釋き、其の壁を受けて之を祓い、

其の櫬を焚き、禮して之に命じ、其の所に復らしめたり。」楚子、之に從う。 

 

 『經』 

 ・七年（前６５３年）、春、齊人、鄭を伐つ。 

 ・夏、小邾子、來朝す。 

 ・鄭、其の大夫申侯を殺す。 

 ・秋、七月、公、齊侯・宋公・陳の世子款・鄭の世子華に會して、甯母に盟

う。 

 ・曹伯班卒す。 

 ・公子友、齊に如く。 

 ・冬、曹の昭公を葬る。 

 

 『傳』 

 ・七年、春、齊人、鄭を伐つ。孔叔、鄭伯に言いて曰く、「諺に之れ有り。曰

く、『心則ち競わざれば、何ぞ病（「弱」の義）きに憚らん。』既に強きこと能わ

ず、又弱きこと能わざるは、斃（たおれる）るる所以なり。請う、齊に下りて

以て國を救わん。」公曰く、「吾、其の由りて來たる所を知る。姑少（二字でし

ばらくと訓ず）く我を待て。」對えて曰く、「朝は夕に及ばず。何を以てか君を

待たん。」 

 ・夏、鄭、申侯を殺して以て齊に説く。且つ陳の轅涛塗の譖を用うるなり。

初め、申侯は申の出なり（杜注：姉妹の子を出と為す）。楚の文王に寵有り。文

王、将に死せんとするや、之に壁を與えて行らしめて曰く、「唯吾のみ女を知る。
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女、利を專らにして厭かず。予に取り、予に求めしも、女を疵瑕（シ・カ、欠

点の有る者）とせざりき。後の人、将に多きを女に求めんとす（「求」の意は「責」、

多くのものを手に入れたことを、禮義に基づき責めること）。女必ず免れざらん。

我死せば、女必ず速やかに行れ。小國に適くこと無かれ。将に女を容れざらん

とす。」既に葬りて、鄭に出奔す。又厲公に寵有り。子文、其の死を聞くや、曰

く、「古人言えること有り、曰く、『臣を知るは、君に若くは莫し。』改む可から

ざるのみ。」 

 ・秋、甯母に盟うは、鄭の故（「事」に読む）を謀るなり。管仲、齊侯に言い

て曰く、「臣、之を聞く、攜（はなれる、楊注：「攜」は「離」なり）るるを招

くには禮を以てし、遠きを懐くるには徳を以てす、と。徳禮、易えざれば。人

として懐かざるは無し。」齊侯、禮を諸侯に修め、諸侯の官、方物を受く（天子

に献上すべき物産の割り当てを、諸侯の其れを掌る官吏は、齊侯から指示を受

けた）。鄭伯、大子華をして命を會に聽かしむ。齊侯に言いて曰く、「洩氏・孔

氏・子人氏の三族は、實に君命に違う。君若し之を去りて以て成ぎを為さば、

我鄭を以て内臣と為らん。君も亦た利あらざる所無からん。」齊侯将に之を許さ

んとす。管仲曰く、「君、禮と信とを以て諸侯を屬（楊注：「屬」は会合なり）

す。而るに姦を以て之を終らば、乃ち不可なること無からんや。子父、奸（お

かす）さざるを之れ禮と謂う。命を守り時に共するを之れ信と謂う。此の二者

に違わば、姦焉より大なるは莫し。」公曰く、「諸侯、鄭を討つこと有れども、

未だ捷たず。今苟も釁（キン、隙）有らば、之に從うこと、亦た可ならずや。

對えて曰く、「君若し之を綏（やすんず）んずるに徳を以てし、之に加うるに訓

辭を以てし、而して諸侯を帥いて以て鄭を討たば、鄭将に覆亡に之れ暇あらざ

らんとす。豈に敢えて懼れざらんや。若し其の罪人を揔（ひきいる）いて以て

之に臨めば、鄭に辭有り。何ぞ懼れん。且つ夫れ諸侯を合するは、以て徳を崇

ぶなり。會して姦を列せば、何を以てか後嗣に示さん。夫れ諸侯の會は、其の

徳刑禮義、國としては記さざるは無し。姦の位を記さば、君の盟い替（すたれ

る、杜注：「替」は「廃」なり）れん。作して記さざるは、盛徳に非ざるなり。

君其れ許すこと勿れ。鄭は必ず盟いを受けん。夫れ子華は既に大子為り。而る

に大國に介（杜注：「介」は「因」なり）りて以て其の國を弱くせんことを求む。

亦た必ず免れざらん。鄭に叔詹・堵叔・師叔有り。三良、政を為す。未だ間す

可からざるなり。」齊侯辭す。子華、是に由り罪を鄭に得たり。 

 ・冬、鄭伯、盟いを齊に請わしむ。 

 ・閏月、惠王崩ず。襄王、大叔帯の難を惡み（楊注：「惡」は「患」なり、「畏」

なり。杜注：襄王は惠王の大子鄭なり、大叔帯は襄王の弟、惠王の子なり、惠

后に寵有り、惠后、之を立てんと欲す、未だ及ばずして卒す）、立たざらんこと

を懼れ、喪を發せずして、難を齊に告ぐ。 
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 『經』 

 ・八年（前６５２年）、春、王の正月、公、王人・齊侯・宋公・衛侯・許男・

曹伯・陳の世子款に會して洮に盟う。鄭伯、盟いを請う。 

 ・夏、狄、晉を伐つ。 

 ・秋、七月、大廟に禘し、用て夫人を致す（「禘」（テイ）は禘祭、諸説ある

が、杜注は三年の喪が終わったときの祭りとしている、夫人を致すとは、昭穆

の序（既述）に基づき、夫人哀姜の位牌を納めた事）。 

 ・冬、十有二月丁未、天王崩ず（前年に崩じていたが、魯に告げてきたのは

この日だったので、丁未に崩ずと記した）。 

 

 『傳』 

 ・八年、春、洮に盟うは、王室を謀るなり。鄭伯、盟いを乞うは、服せんこ

とを請うなり。襄王、位を定めて、而る後に喪を發す。 

 ・晉の里克、師を帥い、梁由靡、御たり、虢射、右と為り、以て狄を采桑に

敗る。梁由靡曰く、「狄は耻（はじ）無し。之を從（おう）わば、必ず大いに克

たん。」里克曰く、「之を懼（おどす）さんのみ。衆狄を速（まねく）くこと無

かれ。」虢射曰く、「期年にして狄必ず至らん。之に弱を示せり。」夏、狄、晉を

伐つは、采桑の役に報ずるなり。復りて期月なり。秋、禘して哀姜を致すは、

禮に非ざるなり。凡そ夫人は寝（楊注：夫人には正寝有り、亦た小寝有り、此

の寝は當に夫人の正寝と為すべし。杜注は此の寝を小寝と解し、多くは杜注を

採用しているが、私は楊注を採用する）に薨ぜず、廟に殯せず、同に赴げず（同

盟の諸侯に報告をしない）、姑に祔せざれば（姑の廟に合祀しない）、則ち致さ

ざるなり。 

 ・冬、王人、來たりて喪を告ぐ。難の故なり。是を以て緩なり。 

 ・宋公疾む。大子茲父、固く請いて曰く、「目夷（茲父の庶兄）は長且つ仁な

り。君其れ之を立てよ。」公、子魚（目夷の字）に命ず。子魚辭して曰く、「能

く國を以て讓るは、仁孰れか焉より大ならん。臣及ばざるなり。且つ又順なら

ず（楊注：嫡を捨てて庶を立つ）。」遂に走りて退く。 

 

 『經』 

 ・九年（前６５１年）、春、王の三月丁丑、宋公御説卒す。 

 ・夏、公、宰周公・齊侯・宋子・衛侯・鄭伯・許男・曹伯に葵丘に會す。 

 ・秋、七月乙酉、伯姫卒す。 

 ・九月戊辰、諸侯、葵丘に盟う。 

 ・甲子、晉侯佹諸卒す。 
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 ・冬、晉の里克、其の君の子奚齊を殺す。 

 

 『傳』 

 ・九年、春、宋の桓公卒す。未だ葬らずして、襄公、諸侯に會す。故に子と

曰う（經に「宋子」と書する故）。凡そ喪に在れば、王を小童と曰い、公侯を子

と曰う。 

 ・夏、葵丘に會し、盟を尋（あたためる）め、且つ好を修む。禮なり。王、

宰孔をして齊侯に胙（ソ、ひもろぎ）を賜わしめて曰く、「天子、文・武に事有

り。孔をして伯舅に胙を賜わしむ。」齊侯、将に下拝（堂を下りて庭で拝礼する

こと）せんとす。孔曰く、「且つ後命有り。天子、孔をして曰しむ、『伯舅の耋

老（テツ・ロウ、老年）するを以て、加勞して一級を賜い、下拝すること無か

らしむ。』」對えて曰く、「天威（天子の威光）、顔を違（さる）ること咫尺（咫

は八寸、「咫尺」で僅かな距離を指す）ならず。小白、余敢えて天子の命を貪り

て、下拝すること無くんば、恐らくは下に隕越して、以て天使に羞ぢを遺らん。

敢えて下拝せざらんや。」下拝して登りて受く。 

 ・秋、齊侯、諸侯に葵丘に盟いて、曰く、「凡そ同盟の人、既に盟うの後、言

（ここに）に好みに歸せん。」宰孔先づ歸る。晉侯（獻公）に遇う。曰く、「會

すること無かる可し。齊侯、徳を務めずして遠略（遠征）を勤む。故に北は山

戎を伐ち、南は楚を伐ち、西は此の會を為せり。東略は之れ知らず。西は則ち

否らざらん（東方は遠征をするかどうかは分らないが、西、即ち晉には遠征し

ないでしょう）。其れ亂に在らんか。君、亂を靖（しずめる）むることを務めよ。

行くことを務むること無かれ。」晉侯乃ち還る。 

 ・九月、晉の獻公卒す。里克・ヒ（“否”の字の“口”を“十”に作る）鄭、

文公を納れんとと欲す。故に三公子（申生・重耳・夷吾）の徒を以て亂を作す。

初め、獻公、荀息をして奚齊の傳たらしむ。公疾む。之を召して曰く、「是の藐

（ビョウ、楊注：「藐」は小弱なり）たるの孤（孤児）を以て辱くも大夫に在り、

其れ之を若何せん。」稽首して對えて曰く、「臣、其の股肱の力を竭くし、之に

加うるに忠貞を以てせん。其の濟るは（「濟」は「成」の義、位を継ぐこと）、

君の禮なり。濟らざれば、則ち死を以て之に繼がん。」公曰く、「何をか忠貞と

謂う。」對えて曰く、「公家の利、知りて為さざる無きは、忠なり。往くを送り

居に事え（「往」は死者、乃ち獻公、「居」は、残された者、乃ち奚齊）、耦つな

がら俱に猜い無きは、貞なり。」里克、将に奚齊を殺さんとするに及び、先づ荀

息に告げて曰く、「三怨、将に作らんとし、秦・晉、之を輔く。子将に何如せん

とする。」荀息曰く、「将に之に死せんとす。」里克曰く、「益無きなり。」荀叔曰

く、「吾、先君と言えり、以て貳す可からず。能く言を復まんと欲して（「復」

はふむと訓ず。楊注：「復言」は猶ほ實に諸の言を踐むを言う）、而も身を愛せ
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んや。益無しと雖も、将た焉んぞ之を辟けん。且つ人の善を欲すること、誰が

我に如かざらん。我（里克を指す）、貳無からんと欲して、能く人（荀息を指す）

に已めよと謂わんや。」冬、十月、里克、奚齊を次（杜注：「次」は喪寝なり。

喪屋のこと）に殺す。書して、其の君の子を殺す、と曰うは、未だ葬らざれば

なり。荀息、将に之に死せんとす。人曰く、「卓子を立てて之を輔くるに如かず。」

荀息、公子卓を立てて以て葬る。十一月、里克、公子卓を朝に殺す。荀息、之

に死す。君子曰く、「詩に所謂、白圭の玷けたるは、尚ほ磨く可し。斯の言の玷

けたるは、為む可からずとは、荀息有り。」 

 ・齊侯、諸侯の師を以て晉を伐ち、高梁（晉の邑）に及びて還る。晉の亂を

討ずるなり。令、魯に及ばず。故に書せず。 

 ・晉の郤芮、夷吾をして重く秦に賂して以て入るを求めしむ。曰く、「人、實

に國を有てり。我何をか愛しまん。入りて民を能くせば、土に於いて何か有ら

ん（杜注：能く民を得れば、土無きも患えず）。」之に從う。齊の隰朋、師を帥

いて秦の師に會して晉の惠公を納る。秦伯、郤芮に謂いて曰く、「公子、誰をか

恃む。」對えて曰く、「臣聞く、亡人は黨無し、黨有れば必ず讎有りと。夷吾は

弱（わかい）くして弄びを好まず。能く戰いて過ぎず。長じて亦た改めず。其

の他を知らず。」公（秦伯）、公孫枝（秦の大夫）に謂いて曰く、「夷吾は其れ定

めんか。」對えて曰く、「臣之を聞く、唯則あれば國を定むと。詩に曰く（『詩経』

大雅皇矣の篇）、『識らず知らず、帝の則に順う。』文王を之れ謂うなり。又曰く

（『詩経』大雅抑の篇）、『僭（たがう）わず賊（そこなう）わず、則と為らざる

こと鮮し。』好み無く惡み無く、忌まず克たざるを之れ謂うなり。今其の言、忌

克（「忌」はえり好み、「克」は負けず嫌い）多し、難いかな。」公曰く、「忌ま

ば則ち怨み多し。又焉んぞ能く克たん。是れ吾が利なり。」 

 ・宋の襄公、位に即き、公子目夷を以て仁と為し、左師と為して以て政を聽

かしむ。是に於いて宋治まる。故に魚氏（目夷の字は子魚、其の後、魚を以て

氏と為す）、世々左師為り。 

 

 『經』 

 ・十年（前６５０年）、春、王の正月、公、齊に如く。 

 ・狄、温を滅ぼす。温子、衛に奔る。 

 ・晉の里克、其の君卓と其の大夫荀息を弒す。 

 ・夏、齊侯・許男、北戎を伐つ。 

 ・晉、其の大夫里克を殺す。 

 ・秋、七月。 

 ・冬、大いに雪雨る。 
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 『傳』 

 ・十年、春、狄、温を滅ぼすは、蘇子（經の温子）に信無ければなり。蘇子、

王に叛きて狄に即き、又狄に能からず。狄人、之を伐ち、王救わず。故に滅ぶ。

蘇子、衛に奔る。 

 ・夏、四月、周公忌父・王子黨、齊の隰朋に會して晉侯（夷吾、惠公）を立

つ。晉侯、里克を殺して以て説く。将に里克を殺さんとす。公、之に謂わしめ

て曰く、「子微（楊注：「微」は「無」なり）かりせば、則ち此に及ばざらん。

然りと雖も、子、二君と一大夫を殺せり。子の君為るは、亦た難からずや。」對

えて曰く、「廢すること有らずんば、君何を以て興らん。之に罪を加えんと欲せ

ば、其れ辭無からんや。臣、命を聞けり。」剣に伏して死す。是に於いてヒ鄭（杜

注：ヒ鄭は里克の黨）、秦に聘し、且つ緩賂（賂が遅れていること）を謝す。故

に及ばず。 

 ・晉侯、共大子（杜注：共大子は申生なり）を改葬す。秋、孤突、下國（國

都に対して地方の都邑を言う、ここでは曲沃の新城を指す）に適き、大子に遇

う（大子は申生、その霊に出会ったこと）。大子、登りて僕たらしめて（車に登

らせて御者にした）、之に告げて曰く、「夷吾、禮無し。余、帝に請うことを得

たり。将に晉を以て秦に畀（あたえる）えんとす。秦将に余を祀らんとす。」對

えて曰く、「臣、之を聞く、神は非類（同一血族でない者の祀り）を歆（うける）

けず。民は非族を祀らず、と。君の祀りは乃ち殄（絶える義）ゆること無から

んか。且つ民何の罪かある。刑を失い（罪も無く國を失うと謂う苦しみを受け

ること）祀りを乏しくす（大子申生の祀りが絶えること）。君其れ之を圖れ。」

君曰く、「諾。吾、将に復た請わんとす。七日にして、新城の西偏に将に巫者有

らんとす（巫者に憑依して現れること）。而して我を見よ。」之を許す。遂に見

えず。期に及びて往く。之に告げて曰く、「帝、我が有罪を罰することを許せり。

韓に敝れん（杜注：「敝」は「敗」、「韓」は晉の地。五年後の韓原の敗戦を指す）」。

ヒ鄭の秦に如くや、秦伯に言いて曰く、「呂甥・郤稱・冀芮は實に從わざること

を為せり。若し問を重くして（贈り物を多くすること）以て之を召さば、臣、

晉君を出ださん。君、重耳を納れよ。濟（なる）らざること蔑（杜注：「蔑」は

「無」なり）からん。」冬、秦伯、泠至をして報問（聘問に対する返礼として訪

問すること）し、且つ三子を召さしむ。郤芮曰く、「幣重くして言甘し。我を誘

（あざむく）くなり。」遂にヒ鄭・祁舉と七輿大夫（下軍の将）の左行共華・右

行賈華・叔堅・騅セン（左に“耑”右に“欠”の字）・纍虎・特宮・山祁とを殺

す。皆里・ヒの黨なり。ヒ豹（ヒ鄭の子）、秦に奔り、秦伯に言いて曰く、「晉

侯、大主に背きて小怨（小さな恨みの有る者、里克・ヒ鄭を指す）を忌む。民、

與せざるなり。之を伐たば必ず出でん。」公曰く、「衆を失わば、焉んぞ能く殺

さん。禍を違く（「違」は「避」、禍を避けて秦に逃げてきたヒ豹を指す）、誰が
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能く君を出ださん。」 

 

 『經』 

 ・十有一年（前６４９年）、春、晉、其の大夫ヒ鄭父を殺す。 

 ・夏、公、夫人姜氏と齊侯に陽穀に會す。 

 ・秋、八月、大雩（ウ、雩は雨乞いの祭り）す。 

 ・冬、楚人、黄を伐つ。 

 

 『傳』 

 ・十一年、春、晉侯、ヒ鄭の亂を以て來たり告げしむ。 

 ・天王、召武公・内史過をして晉公に命を賜わしむ。玉を受くること惰れり

（「命」は晉侯の即位を認める書、「玉」はその印として与える瑞玉、その時の

礼が無礼であった）。過、歸り、王に告げて曰く、「晉侯は其れ後無からんか。

王、之に命を賜う、而るに瑞を受くるに惰る。先づ自ら棄つるのみ。其れ何の

繼ぐことか之れ有らん。禮は國の幹なり。敬は禮の輿なり。敬せざれば、則ち

禮は行われず。禮行わざれば、則ち上下昏し（その意は亂れる）。何を以て世を

長くせん。」 

 ・夏、揚・拒・泉・皐・伊・雒の戎、同に京師を伐ち、王城に入りて、東門

を焚く。王子帯、之を召（よぶ）べるなり。秦・晉、戎を伐ちて以て周を救う。

秋、晉侯、戎を王に平らぐ。 

 ・黄人、楚に貢を歸らず。冬、楚人、黄を伐つ。 

 

 『經』 

 ・十有二年（前６４８年）、春、王の三月庚午、日之を食すること有り。 

 ・夏、楚人、黄を滅ぼす。 

 ・秋、七月。 

 ・冬、十有二月丁丑、陳侯杵臼卒す。 

 

 『傳』 

 ・十二年、春、諸侯、衛の楚丘の郛（フ、楊注：「郛」は即ち「郭」、外城な

り）を城く。狄の難を懼れてなり。 

 ・黄人、諸侯の齊に睦まじきを恃むや、楚の職を共せずして、曰く、「郢自り

我に及ぶまで九百里、焉んぞ能く我を害せんや。」夏、楚、黄を滅ぼす。 

 ・王、戎の難を以ての故に、王子帯を討つ。秋、王子帯、齊に奔る。 

 ・冬、齊侯、管夷吾をして戎を王に平らげしめ、隰朋をして戎を晉に平らげ

しむ。王、上卿の禮を以て管仲を饗す。管仲辭して曰く、「臣は、賤しき有司（役
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人）なり。天子の二守國・高在る有り（禮記王制によれば、侯伯の國には上卿

が二人、下卿が一人の三卿が有り、上卿の二人は天使が命じ、下卿は君主が命

ずる、天子の二守とはこの上卿二人を指し、國氏と高氏であり、管仲は下卿で

ある）。若し春秋を節とし、來たりて王命を承けば（楊注：周語上に云う、諸侯

は春秋に職を王に受け、以てその民に臨むと）、何を以て禮せん。陪臣敢えて辭

す。」王曰く、「舅氏、余は乃（なんじ）の勲を嘉し、乃の懿徳（イ・トク、す

ぐれた徳）に應じ、督（あつい）く忘れざらんと謂（おもう）う。往きて（齊

に還ること）乃の職を踐み、朕の命に逆うこと無かれ。」管仲、下卿の禮を受け

て還る。君子曰く、「管氏の世々祀らるるや、宜なるかな。讓りて其の上を忘れ

ず。詩（大雅早麓の篇）に曰く、『愷悌（やわらぎ楽しむ）の君子、神の勞（い

たわる）わる所。』」 

 

 『經』 

 ・十有三年（前６４７年）、春、狄、衛を侵す。 

 ・夏、四月、陳の宣公を葬る。 

 ・公、齊侯・宋公・陳侯・衛侯・鄭伯・許男・曹伯に鹹（カン、衛の地）に

會す。 

 ・秋、九月、大雩す。 

 ・冬、公子友、齊に如く。 

 

 『傳』 

 ・十三年、春、齊侯、仲孫湫をして周に聘し、且つ王子帯を言わしむ。事畢

り、王と言わず。歸りて、復命して曰く、「未だ可ならず。王の怒り、未だ怠ら

ず。其れ十年ならんか、王、召さざるなり。」 

 ・夏、鹹に會するは、淮夷、杞を病ましむる故なり。且つ王室を謀るなり。 

 ・秋、戎の難の為の故に、諸侯、周を戍る。齊の仲孫湫、之を致す 

 ・冬、晉、荐（しきり）りに餓う。糴（テキ、米を買い上げること）を秦に

乞わしむ。秦伯、子桑に謂う、「諸に與えんか。」對えて曰く、「重く施して報い

ば、君将た何をか求めん。重く施して報いずんば、其の民は必ず攜（楊注：「攜」

は「離」なり）れん。攜れて討ぜば、衆無くして必ず敗れん。」百里に謂う、「諸

に與えんか。」對えて曰く、「天災の流行するは、國家代わるがわる有り。災い

を救い、鄰を恤むは、道なり。道を行えば福有り。」ヒ鄭の子ヒ豹、秦に在り、

晉を伐たんことを請う。秦伯曰く、「其の君是れ惡しきも、其の民何の罪かある。」

秦、是に於いてか、粟を晉に輸（いたす）す。雍自り絳に及ぶまで相繼げり（輸

送船が数珠繋ぎであった）。之を命づけて汎舟の役と曰う。 
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 『經』 

 ・十有四年（前６４６年）、春、諸侯、縁陵に城く（杜注：縁陵は杞の邑なり、

淮夷を辟けて都を縁陵に遷す）。 

 ・夏、六月、季姫（魯の公女、ショウ子の夫人）、ショウ（“おおざとへん”

に左に“曾”の字）子と防に遇い、ショウ子をして來朝せしむ。 

 ・秋、八月辛卯、沙鹿（山の名）崩る。 

 ・狄、鄭を侵す。 

 ・冬、蔡侯肸（キツ）卒す。 

 

 『傳』 

 ・十四年、春、諸侯、縁陵に城きて杞を遷す。其の人を書せざるは、闕くる

こと有ればなり。 

 ・ショウの季姫來寧す。公怒りて、之を止む。ショウ氏の朝せざるを以てな

り。夏、防に遇いて、來朝せしむ。 

 ・秋、八月辛卯、沙鹿崩る。晉の卜偃曰く、「朞年にして将に大咎有らんとし、

幾んど國を亡ばさん。」 

 ・冬、秦餓ゆ。糴を晉に乞わしむ。晉人與えず。慶鄭曰く、「施に背くは、親

無きなり。災を幸とするは、不仁なり。貪り愛しむは、不祥なり。鄰を怒らす

は、不義なり。四徳（親・仁・祥・義）皆失わば、何を以て國を守らん。」虢射

（カク・セキ）曰く、「皮の存せざる、毛将た安くにか傳かん（皮は晉と秦の信

頼関係を指し、毛は両国の和平を指す。信頼関係が無いから、糴を与えても和

平はならないという意味）。」慶鄭曰く、「信を棄て、鄰に背かば、患あるも孰か

之を恤まん。信無ければ、患作り、援を失えば、必ず斃る。是れ則ち然り。」虢

射曰く、「怨みに損無く、寇に厚くす（杜注：秦に粟を與うるも怨みを解くに足

らず、敵足れば秦をして強からしむ）。與うること勿きに如かず。」慶鄭曰く、「施

に背き、災を幸とするは、民の棄つる所なり。近きすら（近親の者）猶ほ之を

讎とす。況や怨敵をや。」聽かず。退いて曰く、「君其れ之を悔いんかな。」 

 

 『經』 

 ・十有五年（前６４５年）、春、王の正月、公、齊に如く。 

 ・楚人、徐を伐つ。 

 ・三月、公、齊侯・宋公・陳侯・衛侯・鄭伯・許男・曹伯に會して牡丘に盟

う。遂に匡（杜注：匡は衛の地）に次る。公孫敖、師を帥いて諸侯の大夫と徐

を救う。 

 ・夏、五月、日之を食すること有り。 

 ・秋、七月、齊の師・曹の師、厲を伐つ。 
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 ・八月、螽（シュウ、いなご）あり。 

 ・九月、公、會自り至る。 

 ・季姫、ショウに歸る。 

 ・己卯晦（晦は月末の意）、夷伯の廟に震す（雷が落ちた）。 

 ・冬、宋人、曹を伐つ。 

 ・楚人、徐を婁林に敗る。 

 ・十有一月壬戌、晉侯、秦伯と韓に戰う。晉侯を獲う。 

 

 『傳』 

 ・十五年、春、楚人、徐を伐つは、徐、諸夏に即くが故なり。三月、牡丘に

盟うは、葵丘の盟いを尋め、且つ徐を救うなり。孟穆伯（魯の公孫敖）、師を帥

いて諸侯の師と徐を救う。諸侯、匡に次りて以て之を待つ。 

 ・夏、五月、日之を食すること有り。朔と日とを書せざるは、官、之を失う

なり。 

 ・秋、厲を伐つは、以て徐を救うなり。 

 ・晉侯（惠公）の入るや、秦の穆姫、賈君を屬し（杜注：晉侯入るは九年に

在り、穆姫は申生の姊、秦の穆夫人、賈君は秦の獻公の次姫、賈女）、且つ曰く、

「盡く群公子を納れよ。」晉侯、賈君に蒸し、又群公子を納れず。是を以て穆姫、

之を怨む。晉侯、賂を中大夫に許し、既にして皆之に背く。秦伯に賂するに河

外の列城五、東は虢の略（「境」の義）を盡くし、南は華山に及び、内は解梁城

に及ぶまで以てす。既にして與えず。晉餓えしとき。秦、之に粟を輸し、秦餓

えしとき、晉、之に糴を閉づ。故に秦伯、晉を伐つ。卜徒父（秦の卜人）、之を

筮す。吉なり。「河を渉らば、侯の車敗れん。」之を詰（なじる）る。對えて曰

く、「乃ち大吉なり。三敗して、必ず晉君を獲ん。其の卦、蠱に遇う。曰く、『千

乘三去す。三去の餘は、其の雄狐を獲ん。』夫れ狐は蠱なれば、必ず其の君なら

ん。蠱の貞は風なり。其の悔は山なり。歳云（ここに）に秋なり。我、其の實

を落として、其の材を取る。克つ所以なり。實落ちて、材亡う。敗れずして、

何をか待たん。三敗して韓に及ぶ。晉侯、慶鄭に謂いて曰く、「寇深し。之を若

何せん。」對えて曰く、「君、實に之を深くす。若何す可けんや。」公曰く、「不

孫（「孫」は「遜」に同じ）なり。」右を卜す。慶鄭吉なり。使わず。歩揚、戎

に御となり、家僕徒、右と為る。小駟に乘る。鄭の入るるなり（杜注：鄭の獻

ずる所の馬の名が小駟）。慶鄭曰く、「古、大事（楊注：大事は戦争を指す）に

は必ず其の産に乘る。其の水土に生じて、其の人心を知り、其の教訓に安んじ

て、其の道に復習す。唯之を納る所にして、志の如くならざるは無し。今、異

産に乘り、以て戎事に從う。懼るるに及びて變じ（楊注：「變」は正常の状態に

反するを謂う）、将に人と易わらんとす（楊注：「易」は「反」、御者の意と違い
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反するなり）亂気狡憤（気が乱れて正常で無くなること）すれば、陰血周作し

て（血液の流れが盛んになる）、張脈僨興す（血管が膨れ上がる）。外彊きも中

乾き（楊注：「乾」は「竭」なり。楊注：以上馬を言う）、進退可ならず、周旋

（前後左右、周囲）能わず。君必ず之を悔いん。」聽かず。九月、晉侯、秦の師

を逆え、韓簡をして師を視しむ。復して曰く、「師は我より少なく、鬭士は我に

倍す。公曰く、「何の故ぞ。」對えて曰く、「出づるには其の資に因り、入るには

其の寵を用い、餓えては其の粟を食す。三たび施されて報ゆること無し。是を

以て來たるなり。今又之を撃つ。我は怠りて、秦は奮う。倍も猶ほ未だし。」公

曰く、「一夫も狃（なれる、軽んじて侮る意）れしむ可からず。況や國をや。」

遂に戰いを請わしむ。曰く、「寡人不佞、能く其の衆を合して離つこと能わず。

君若し還らずんば、命を逃がるる所無し。」秦伯、公孫枝をして對えしめて曰く、

「君の未だ入らざるや、寡人之を懼る。入りて未だ列（「列」は「位」）を定め

ざるや、猶ほ吾が憂いなり。苟も列定まれり、敢えて命を承けざらんや。」韓簡

退きて曰く、「吾幸いにして囚わるるを得ん。」壬戌、韓原に戰う。晉の戎馬、

濘（ネイ、杜注：「濘」は「泥」なり）に還（セン、ぐるぐる回ること）して止

まる。公、慶鄭を號ぶ。慶鄭曰く、「諫に愎（もとる）り、卜に違う。固より敗

を之れ求む。又何ぞ逃がれん。」遂に之を去る。梁由靡、韓簡の御となり、虢射、

右と為り、秦伯を輅（杜注：「輅」は「迎」なり）えて、将に之を止めんとす。

鄭、公を救えというを以て之を誤らせ、遂に秦伯を失う。秦、晉侯を獲て以て

歸る。晉の大夫、反首抜舎（「反首」は頭髪を乱して下に垂れている状態、「抜

舎」は草の上で野宿すること）して之に從う。秦伯、辭せしめて、曰く、「二三

子、何ぞ其れ慼（うれう）えん。寡人の晉君に從いて西するや、亦た晉の妖夢

を是れ踐むなり（妖夢は十年の傳に見える、狐突が大子申生の霊を見たこと、

「踐」の解釈は二つある、一つは妖夢を撃ち破って晉の民の目を覚まさせる意、

他は妖夢を実践する意、多くは前者を採用するが私は下文の解釈と合わせて後

者を採用する）。豈に敢えて以て至らんや（この句の解釈も二つある、上文の注

の前者と合わせて、それほど長くは止めないという意味と、後者の説に合わせ

て、甚だしい扱いはしないという意味、私は後者を採用する）。」晉の大夫、三

拝稽首して曰く、「君（秦君）は后土を履みて皇天を戴けり。皇天后土、實に君

の言を聞けり。群臣敢えて下風に在り（「在下風」は、風下は聲がよく聞えるの

で、確かに聞きましたという意に使う）。」穆姫、晉侯の将に至らんとするを聞

き、大子罃（オウ）・弘と女簡壁とを以いて、臺に登りて薪を履み、以て免（ブ

ン、楊注：喪禮、冠を去りて髪を括るなり）して衰絰（サイ・テツ、喪服）を

服して逆え、且つ告げしめて、曰く、「上天、災いを降し、我が兩君をして玉帛

を以て相見ゆるに匪ずして、以て戎を興さしむ。若し晉君、朝に以て入れば、

則ち婢子、夕に以て死せん。夕に以て入れば、則ち朝に以て死せん。唯君之を
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裁せよ。」乃ち諸を霊臺に舎く。大夫、以いて入らんと請う。公曰く、「晉侯を

獲るは、厚きを以て歸るなり。既にして喪もて歸る。焉んぞ之を用いん。大夫

其れ何ぞ有らん。且つ晉人、慼憂して以て我を重くし、天地以て我を要す。晉

の憂いを圖らずんば、其の怒りを重くするなり。我、吾が言を食むは、天地に

背くなり。怒りを重ぬるは任（たえる）え難く、天に背くは不祥なり。必ず晉

君を歸さん。」公子縶（チュウ）曰く、「之を殺すに如かず。慝（トク、わざわ

い）を聚むること無かれ。」子桑曰く、「之を歸して大子を質とせば、必ず大成

（楊注：「大成」は、大いに利有るの構和）を得ん。晉未だ滅ぼす可からず。而

るに其の君を殺せば、祇（まさに）に以て惡しみを成す。且つ史佚（杜注：史

佚は、周の武王の時の大史）言えること有り、曰く、『禍を始むること無かれ。

亂に恃むこと無かれ。怒りを重くすること無かれ。怒りを重くすれば、任え難

く、人を陵げば、不祥なり。』」乃ち晉に平らぎを許す。晉侯、郤乞をして瑕呂

飴甥に告げ、且つ之を召さしむ。子金、之に教えて（子金は瑕呂飴甥、之は郤

乞）言いて曰く、「國人を朝せしめて君命を以て賞し、且つ之に告げて曰え、『孤、

歸ると雖も、社稷を辱めたり。其れ圉に貮（かえる）うることを卜せよ（杜注：

「貮」は「代」なり、「圉」は恵公の大子懐公）。』」衆皆な哭す。晉是に於いて

か、爰田を作る（「爰田」の解釈には諸説有り、最も一般的な説は、「爰」は易

えるの意で、留守を守った群臣を賞して土地を与えたが、不足したので公田の

畦道を無くして公田を増加させたという解釈）。呂甥曰く、「君の亡を之れ恤え

ずして、群臣を是れ憂う。惠の至りなり。将に君を若何せんとす。」衆曰く、「何

を為して可ならんか。」對えて曰く、「征繕（「征」は租税を徴収すること、「繕」

は兵器を繕うこと）して以て孺子（懐公）を輔けん。諸侯、之を聞かば、君を

喪いて君有り、群臣輯睦し（楊注：「輯」は「和」なり）、甲兵益々多しとし、

我を好みする者は勸み、我を惡む者は懼れん。庶（こいねがう）わくは益有ら

んか。」衆説ぶ。晉、是に於いてか、州兵を作る。初め、晉の獻公、伯姫を秦に

嫁することを筮し、歸妹の睽に之くに遇う（歸妹、睽（ケイ）共に卦の名）。史

蘇之を占いて、曰く、「不吉なり。其の繇（チュウ、占いの言葉）に曰く、『士、

羊を刲（さす）すも、亦た衁（コウ、血に同じ）無きなり。女、筺（かたみ、

目の細かい竹かご）を承くるも亦た貺（たまもの）無きなり。西鄰の責言、償

う可からざるなり。歸妹、睽に之く、猶ほ相け無きなり（杜注：歸妹は女嫁す

るの卦、睽は乖離の象、故に相け無しと曰う、「相」は「助」なり）。震、離に

之き、亦た離、震に之く。雷と為し火と為し、嬴、姫を敗ると為す（「嬴」は秦

の姓、「姫」は晉の姓）。車、其の輹を説き（「輹」は音フク、訓はとこしばり、

車体と車軸を結んでいるもの、「説」は「解」で、車体と車軸を解き分かつこと）、

火、其の旗を焚く。師を行（やる）るに利あらず。宗丘（楊注：宗丘は蓋し即

ち韓原の別名ならん）に敗れん。歸妹の睽孤、寇之が弧を張る（讎が弓を張っ
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て攻める難に遇う象）。姪、其れ姑に從わん（姪は子圉、姑は伯母で穆姫を指す）。

六年其れ逋（のがれる）れ、其の國に逃げ歸りて（六年後に、人質となってい

る秦から逃げ出す）、其の家を棄て、明年其れ高梁の虚に死せん。』」惠公、秦に

在るに及び、曰く、「先君若し史蘇の占に從わば、吾此に及ばざらんかな。」韓

簡侍して曰く、「龜は象なり、筮は數なり。物生じて而る後に象有り、象ありて

而る後に滋（しげる）る有り、滋るありて而る後に數有り。先君の敗徳は、數

う可きに及ばんや。史蘇の是の占、從うこと勿きも何の益かあらん。詩（小雅

十月之交）に曰く、『下民の孽（ゲツ、わざわい）、天自り降るに匪ず。僔沓背

憎して（「僔沓」（ソン・トウ）は面と向かっては楽しそうに歓談する、「背憎」

は背を向けては憎しみあう）、職として（主としての意）競うは人に由る。』」 

 ・夷伯の廟に震すとは、之を罪するなり。是に於いて展氏、隠慝（隠れた惡

事）有り。 

 ・冬、宋人、曹を伐つは、舊怨を討ずるなり。 

 ・楚、徐を婁林に敗るは、徐、救いを（齊及び他国に）恃めばなり。 

 ・十月、晉の陰飴甥（呂甥）、秦伯に會して王城に盟う。秦伯曰く、「晉國和

するか。」對えて曰く、「和せず。小人は其の君を失えるを恥ぢて、其の親を喪

えるを悼む（楊注：親を喪うとは、将士の戦死を指す）。征繕を憚らずして以て

圉を立てんとす。曰く、『必ず讎を報いん。寧んぞ戎狄に事えんや。』君子は其

の君を愛して其の罪を知る。征繕を憚らずして以て秦の命を待つ。曰く、『必ず

徳に報いん。死有りて二（二心）無からん。』此を以て和せず。」秦伯曰く、「國、

君を何とか謂う。」對えて曰く、「小人は慼えて、之を免れじと謂い、君子は恕

りて以為らく必ず歸らんと。小人曰く、『我、秦を毒せり、秦、豈に君を帰さん

や。』君子曰く、『我、罪を知れり、秦必ず君を歸さん。貮して之を執らえ、服

して之を舎すは、徳焉より厚きは莫く、刑焉より威なるは莫し。服する者は徳

を懐い、貮する者は刑を畏る。此の一役（韓原の戦役を謂う）や、秦以て覇た

る可し。納れて定めず、廢して立てざるは、徳を以て怨みと為す。秦は其れ然

らず。』」秦伯曰く、「是れ吾が心なり。」改めて晉侯を館し、七牢を饋る（牛・

羊・豕の三種類の料理を一牢と謂い、七牢とはそれぞれ七種類の料理を謂う、

ご馳走の代名詞、「饋」はおくると訓ず）。蛾析、慶鄭に謂いて曰く、「盍ぞ行ら

ざるか。」對えて曰く、「君を敗に陥れ、敗れて死せず、又刑を失わしむるは、

人臣に非ざるなり。臣にして臣ならざれば、行るとも将に焉くに入らん。」十一

月、晉侯歸る。丁丑、慶鄭を殺して、而る後に入る。是の歳、晉又餓ゆ。秦伯、

又之に粟を餼（おくる）りて、曰く、「吾、其の君を怨むも、其の民を矜（楊注：

「矜」は哀憐なり。あわれむと訓ず）む。且つ吾聞く、唐叔の封ぜらるるや、

箕子曰く、『其の後必ず大ならん。』（杜注：唐叔は、晉の始封の君、武王の子、

箕子は、殷王帝乙の子紂王の庶兄）晉は其れ庸て冀う可けんや。姑く徳を樹て
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て、以て能者を待たん。」是に於いて秦、始めて晉の河東に征（杜注：「征」は

「賦」なり）し、官司を置く。 

 

 『經』 

 ・十有六年（前６４４年）、春、王の正月戊申朔、宋に隕石あり五。是の月、

六鷁（ゲイ、水鳥の名）退飛して、宋の都を過ぐ。 

 ・三月壬申、公子季友卒す。 

 ・夏、四月、丙申、ショウ（“おざとへん”に“曾”の字）の季姫卒す。 

 ・秋、七月甲子、公孫茲卒す。 

 ・冬、十有二月、公、齊侯・宋公・陳侯・鄭伯・許男・曹伯に淮に會す。 

 

 『傳』 

 ・十六年、春、宋に隕石あり五とは、隕星なり。六鷁退飛して、宋の都を過

ぐとは、風ふけばなり。周の内史叔興、宋に聘す。宋の襄公、焉に問いて曰く、

「是れ何の祥（吉兆のきざし）ぞや。吉凶焉にか在る。」對えて曰く、「今茲、

魯に大喪多からん。明年、齊に亂有らん。君将に諸侯を得て終わらざらんとす

（諸侯を得るとは覇者になること、終わらずとは長続きしないこと）。」退きて

人に告げて曰く、「君、問いを失う。是れ陰陽の事なり。吉凶の生ずる所に非ざ

るなり。吉凶は人に由る。吾敢えて君に逆らわざるが故なり。」 

 ・夏、齊、厲を伐ちて克たず。徐を救いて還る。 

 ・秋、狄、晉を侵し、狐厨・受鐸を取り、汾を渉りて昆都に及ぶ。晉の敗に

因りてなり。 

 ・王、戎の難を以て齊に告ぐ。齊、諸侯を徴して周を戍る。 

 ・冬、十一月乙卯、鄭、子華を殺す。 

・十二月、淮に會するは、ショウを謀り、且つ東略するなり。ショウに城く。

役人病む。夜丘に登りて呼ぶもの有り、曰く、「齊に亂有らん。」城くを果たさ

ずして還る。 

 

 『經』 

 ・十有七年（前６４３年）、春、齊人・徐人、英氏を伐つ。 

 ・夏、項を滅ぼす。 

 ・秋、夫人姜氏、齊侯に卞に會す。 

 ・九月、公、會自り至る。 

 ・冬、十有二月乙亥、齊公小伯卒す。 

 

 『傳』 
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 ・十七年、春、齊人、徐の為に英氏を伐つは、以て婁林の役に報ゆるなり（杜

注：英氏は楚の與國、婁林の役は十五年に在り）。 

 ・夏、晉の大子圉、秦に質と為る。秦、河東を歸して之に妻あわす。惠公の

梁に在るや、梁伯、之に妻あわす。梁嬴孕みて期を過ぐ（杜注：十月を過ぐる

も産まれず）。卜招父、其の子と之を卜す。其の子曰く、「将に一男一女を生ま

んとす。」招曰く、「然り。男は人の臣と為り、女は人の妾と為らん。故に男を

名づけて圉と曰い、女を妾と曰う（圉は馬飼い、妾は下女、身分の低い者を指

す）。子圉は西のかた質となるに及び、妾は宦女（女官）と為る。 

 ・師、項を滅ぼす。淮の會に、公、諸侯の事有りて、未だ歸らずして項を取

る。齊人以て討ずることを為して公を止む。 

 ・秋、聲姜、公の故を以て、齊侯に卞に會す。九月、公至る。書して會自り

至ると曰うは、猶ほ諸侯の事有るがごとくし、且つ之を諱むなり。 

 ・齊侯の夫人三あり、王姫・徐嬴・蔡姫、皆な子無し。齊侯、内を好み、内

寵多し。内嬖の夫人の如き者六人あり。長衛姫は武孟を生み、少衛姫は惠公を

生み、鄭姫は孝公を生み、葛嬴は昭公を生み、密姫は懿公を生み、宋の華子は

公子雍を生む。公、管仲と孝公を宋の襄公に屬して、以て大子と為す。雍巫（易

牙）は衛の共姫に寵有り。寺人貂（チョウ）に因りて以て羞（料理、ご馳走）

を公に薦む。亦た寵有り。公、之に武孟を立つることを許す。管仲卒して、五

公子皆立たんことを求む。冬、十月乙亥、齊の桓公卒す。易牙入り、寺人貂と

内寵（杜注：内寵は、内官の権寵有る者。服虔は、夫人の如き者六人とする、

杜注を採用する）に因りて以て群吏を殺して、公子無虧（キ）を立つ。孝公、

宋に奔る。十二月乙亥、赴げ（桓公の喪を諸侯に知らせる）、辛巳の夜に殯す（納

棺する）。 

 

 『經』 

 ・十有八年（前６４２年）、春、王の正月、宋公・曹伯・衛人・邾人、齊を伐

つ。 

 ・夏、師（楊注：師は魯の師）、齊を救う。 

 ・五月戊寅、宋の師、齊の師と甗（ケン）に戰う。齊の師、敗績す。 

 ・秋、八月丁亥、齊の桓公を葬る。 

 ・冬、邢人・狄人、衛を伐つ。 

 

 『傳』 

 ・十八年、春、宋の襄公、諸侯を以て齊を伐つ。三月、齊人、無虧を殺す。 

 ・鄭伯始めて楚に朝す。楚子、之に金（銅を指す）を賜い、既にして之を悔

い、之と盟いて曰く、「以て兵を鋳ること無かれ。」故に以て三鐘を鋳る。 
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 ・齊人将に孝公を立てんとす。四公子の徒に勝えず、遂に宋人と戰う（楊注：

宋人と戰う者は、四公子の徒のみ）。夏、五月、宋、齊の師を甗に敗り、孝公を

立てて還る。 

 ・秋、八月、齊の桓公を葬る。 

 ・冬、邢人・狄人、衛を伐ち、菟圃を圍む。衛侯、國を以て父兄子弟と朝衆

とに讓りて曰く、「苟も能く之を治めば、燬（キ、衛の文公の名）請う從わん、」

衆可かず。而る後に訾婁に師す。狄の師還る。 

 ・梁伯、其の國を益して、實つること能わず（杜注：多く城邑を築きて、民

以て之に實つること無し）。命づけて新里と曰う。秦之を取る。 

 

 『經』 

 ・十有九年（前６４１年）、春、王の三月、宋人、滕子嬰齊を執らう。 

 ・夏、六月、宋公・曹人・邾人、曹の南に盟う。 

 ・ショウ子、邾に會盟す。己酉、邾人、ショウ氏を執らえて之を用う（楊注：

「用之」は、之を殺して以て社に祭るを謂う）。 

 ・秋、宋人、曹を圍む。 

 ・衛人、邢を伐つ。 

 ・冬、陳人・蔡人・楚人・鄭人、齊に盟う。 

 

 『傳』 

 ・十九年、春、遂に城きて之に居る（「之」は前年に取った新里）。 

 ・宋人、滕の宣公を執らう。 

 ・夏、宋公、邾の文公をしてショウ氏を次睢の社に用いしめ、以て東夷を屬

（従わせる）せんと欲す。司馬子魚曰く、「古は六畜も相為に用いず（杜注：馬

を祭るときは先ず馬を用いざるが若きを謂う）。小事には大牲を用いず、而るを

況や敢えて人を用うるをや。祭祀は以て人の為にするなり。民は、神の主なり。

人を用うれば、其れ誰が之を饗けん。齊の桓公は三亡國を存し、以て諸侯を屬

せしも、義士は猶ほ薄徳と曰えり。今、一會して二國の君を虐げ、又諸を淫昏

の鬼（いかがわしい神）に用う。将に以て覇を求めんとするも、亦た難からず

や。死することを得ば幸いと為さん。」 

 ・秋、衛人、邢を伐つは、以て菟圃の役に報ゆるなり。是に於いて衛大旱あ

り。山川に事有らんことを卜す（楊注：山川を祭ることを卜するなり）。不吉な

り。甯荘子曰く、「昔、周の饑えしとき、殷に克ちて年豊かなりき。今、邢は方

に無道にして、諸侯に伯（「伯」は「覇」の義）無し。天其れ或いは衛をして邢

を討たしめんと欲するか。」之に從う。師興りて雨ふる。 

 ・宋人、曹を圍むは、服せざるを討ずるなり。子魚、宋公に言いて曰く、「文
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王、崇（杜注：「崇」は、崇侯虎）の徳の亂るるを聞ききて之を伐つ。軍三旬に

して降らず。退きて教えを修めて復た之を伐つ。壘に因りて降る（前に築いた

土壘に布陣しただけで、崇が降ってきた）。詩（大雅思齊篇）に曰く、『寡妻に

刑し（「寡妻」は本妻、「刑」は禮に法らせること）、兄弟に至り、以て家邦を御

（楊注：「御」は「治」なり）む。』今君の徳乃ち猶ほ闕くる所有ること無から

んや。而るに以て人を伐つは、之を若何せん。盍ぞ姑く内に徳を省みざるか（「盍」

は、なんぞ～せざる）。闕くること無くして而る後に動け。」 

 ・陳の穆公、好みを諸侯に脩めて、以て齊桓の徳を忘るること無からんと請

う。冬、齊に盟い、桓公の好みを脩むるなり。 

 ・梁亡ぶ。其の主（亡ぼした者）を書せざるは、自ら之を取ればなり（亡び

る道を自ら招いたこと）。初め、梁伯、土功を好み、亟々（しばしば）城きて處

らず。民罷れて堪えず。則ち曰く、「某の寇将に至らんとす。」乃ち公宮に溝ほ

り、曰く、「秦将に我を襲わんとす。」民懼れて潰ゆ。秦遂に梁を取る。 

 

 『經』 

 ・二十年（前６４０年）、春、新たに南門を作る。 

 ・夏、郜（コウ）子來朝す。 

 ・五月乙巳、西宮災いあり。 

 ・鄭人、滑に入る。 

 ・秋、齊人・狄人、邢に盟う。 

 ・楚人、随を伐つ。 

 

 『傳』 

 ・二十年、春、新たに南門を作るは、時ならざるを書するなり。凡そ啓塞（啓

は問戸や橋の意、塞は城壁や堀の意、これらの工事を指す）は時に從う。 

 ・滑人、鄭に叛きて、衛に服す。夏、鄭の公子士洩（セツ）・堵寇、師を帥い

て滑に入る。 

 ・秋、齊・狄、邢に盟うは、邢の為に衛の難（前年に、衛人、邢を伐つ）を

謀るなり。是に於いて衛、方に邢を病ましむ。 

 ・随、漢東の諸侯を以て楚に叛く。冬、楚の鬭穀於莵、師を帥いて随を伐ち、

成ぎを取りて還る。君子曰く、「随の伐たるるは、力を量らざればなり。力を量

りて動けば、其の過ちは鮮し。善敗は己に由る、人に由らんや。詩に曰く、『豈

に夙夜（早朝から夜遅くまで）せざらんや、行（楊注：「行」は「道」なり）の

露多きを謂（おもう）う（早朝も夜もどうしてあなたの所へ出かけようと思わ

ないことが有りましょうか、出かけないのは、露が着物の裾を濡らすと思うか

らです。事を行うには時宜によることを云っている）。』」 
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 ・宋の襄公、諸侯を合せんと欲す。臧文仲（魯の大夫）、之を聞きて、曰く、

「欲を以て人に從わば、則ち可なり、人を以て欲に從わば、濟ること鮮し。」 

 

 『經』 

 ・二十有一年（前６３９年）、春、狄、衛を侵す。 

 ・宋人・齊人・楚人、鹿上（宋の地）に盟う。 

 ・夏、大旱す。 

 ・秋、宋公・楚子。陳侯・蔡侯・鄭伯・許男・曹伯、盂（ウ、宋の地）に會

す。宋公を執らえて以て宋を伐つ。 

 ・冬、公、邾を伐つ。 

 ・楚人、宜申をして來たりて捷（宋を伐って得た戦利品）を獻ぜしむ。 

 ・十有二月癸丑、公、諸侯に會して薄に盟い、宋公を釋す。 

 

 『傳』 

 ・二十一年、春、宋人、鹿上の盟いを為し、以て諸侯を楚に求む（諸侯が楚

に靡いていたので、宋は覇者に為るために楚の承諾を求めた）。楚人、之を許す。

公子目夷（宋の公子）曰く、「小國、盟いを争うは禍なり。宋は其れ亡びんか。

幸いにして後に敗れん。」 

 ・夏、大旱す。公、巫尫（フ・オウ、杜注：巫尫は女の巫なり。諸説が有る

が、杜注に従っておく）を焚かんと欲す。臧文仲曰く、「旱の備えに非ざるなり。

城郭を脩め（楊注：「脩城郭」は、孔疏、服虔を引きて云う、国家凶荒なれば、

則ち無道の國乘じて兵を加う、故に城郭を修めて守備を為すなり）、食を貶（お

とす、質素にすること）し用を省き、穡（ショク、杜注は倹約の意に解すが、

楊注は「省用」と意義が重なるので、稼穡（農事）のことだとする。これに從

う）を務め分を勸む（豊かな者が乏しい者に分け施すこと）。此れ其の務めなり。

巫尫何をか為さん。天、之を殺さんと欲せば、則ち生ずること勿きに如かんや。

若し能く旱を為さば、之を焚かば滋々（ますます）甚だしからん。」公、之に從

う。是の歳や、饑えて害あらず。 

 ・秋、諸侯、宋公に孟に會す。子魚（公子目夷）曰く、「禍は其れ此に在らん

か。君の欲已甚（「已甚」は二字で「甚」の意）だし。其れ何を以て之に堪えん

（諸侯がどのようにして宋公の欲に堪えられるだろうか、堪えられない）。是に

於いて楚、宋公を執らえて以て宋を伐つ。冬、薄に會して以て之を釋す。子魚

曰く、「禍は猶ほ未だし。未だ以て君を懲らすに足らず。」 

 ・任・宿・須句（シュ・コウ）・顓臾（セン・ユ）は風姓なり。實に大皥（杜

注：大皥は伏犠、四國は伏犠の後なり。伏犠は三皇の最初の人）と有濟（濟水）

との祀りを司りて、以て諸夏に服事せり。邾人、須句を滅ぼす。須句子來奔す
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るは、成風（成風は僖公の母、須句の女）に因るなり。成風、之が為に公に言

いて曰く、「明祀を崇び（杜注：明祀は、大皥・有濟の祀り）、小寡（楊注：『老

子』に小國寡民とあり、即ち此れ小寡の義）を保んずるは、周の禮なり。蛮夷、

夏を猾（楊注：「猾」は「亂」なり）るは、周の禍なり。若し須句を封ぜば、是

れ皥・濟を崇びて祀りを脩め、禍を紓（杜注：「紓」は「解」なり）くなり。」 

 

 『經』 

 ・二十有二年（前６３８年）、春、公、邾を伐ち、須句を取る。 

 ・夏、宋公・衛侯・許男・滕子、鄭を伐つ。 

 ・秋、八月丁未、邾人と升陘（魯の地）に戰う。 

 ・冬、十有一月己巳朔、宋公、楚人と泓（オウ、水の名）に戰う。宋の師、

敗績す。 

 

 『傳』 

 ・二十二年、春、邾を伐ち、須句を取り、其の君を反すは、禮なり。 

 ・三月、鄭伯、楚に如く。 

 ・夏、宋公、鄭を伐つ。子魚曰く、「所謂禍は此に在り。」 

 ・初め、平王の東遷するや、辛有（周の大夫）、伊川に適き、被髪して野に祭

る者を見る。曰く、「百年に及ばずして、此れ其れ戎とならんか。其の禮先づ亡

びたり。」秋、秦・晉、陸渾の戎を伊川に遷す。 

 ・晉の大子圉、秦に質と為り、将に逃げ帰らんとし、嬴氏（秦の穆公の女で、

大子圉の妻）に謂いて曰く、「子と歸らんか。」對えて曰く、「子は、晉の大子に

して、秦に辱めらる。子の歸らんと欲するは、亦た宜ならずや。寡君の婢子（婦

人の卑稱）をして侍りて巾櫛を執らしむるは（身の回りの世話をさせる意）、以

て子を固くするなり（秦につなぎとめておくこと）。子に從いて歸らば、君命を

棄つるなり。敢えて從わず、亦た敢えて言わず。」遂に逃げ歸る。 

 ・富辰（周の大夫）、王に言いて曰く、「請う大叔（王子帯、十二年に、齊に

奔る）を召せ。詩に曰く（小雅正月篇）、『其の鄰を協比すれば、婚姻孔だ云る

（「鄰」は同姓の親戚、「婚姻」は異姓の外戚、「協比」は和らぎ親しむ意、「孔」

は「甚」、「云」はめぐると訓じ、ゆきわたる意）。』吾が兄弟すら之れ協（かな

う）わず。焉んぞ能く諸侯の睦まじからざるを怨みんや。」王、説ぶ。王子帯、

齊自り京師に復帰するは、王、之を召せばなり。 

 ・邾人、須句の故を以て師を出だす。公、邾を卑しみ、備えを設けずして之

を禦ぐ。臧文仲曰く、「國は小と無く、易（あなどる）る可からず。備え無くん

ば、衆しと雖も恃む可からざるなり。詩に曰く（小雅小旻篇）、『戰戰兢兢（戦々

恐々に同じ、事が起るのを恐れてびくびくしている様子）として、深淵に臨む
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が如く、薄氷を履むが如し。』又曰く（周頌敬之篇）、『之を敬せよ之を敬せよ、

天惟れ顕かなり（天は明らかに我を見ておられる）。命易からざるかな。』先王

の明徳も、猶ほ難しとせざる無く、懼れざる無きなり。況や我が小國をや。君

其れ邾を小なりと謂うこと無かれ。蠡蠆（ホウ・タイ、「蠡」は蜂、「蠆」はさ

そり）すら毒有り。而るを況や國をや。」聽かず。八月丁未、公、邾の師と升陘

に戰う。我が師、敗績す。邾人、公の冑を獲て、諸を魚門（邾の城門）に縣（懸

に通ず）く。 

 ・楚人、宋を伐ち以て鄭を救う。宋公、将に戰わんとす。大司馬固、諫めて

曰く、「天の商を棄つること久し（宋は商乃ち殷の後裔）。君将に興さんとす。

赦さる可からず。」聽かず。冬、十一月己巳朔、宋公、楚人と泓に戰う。宋人、

既に列を成し、楚人、未だ既（（楊注：「既」は、「盡」なり）く濟（わたる）ら

ず。司馬曰く、「彼は衆く、我は寡し。其の未だ既く濟らずに及びてや、請う之

を撃たん。」公曰く、「不可なり。」既く濟りて未だ列を成さず。又以て告ぐ。公

曰く、「未だ可ならず。」既に陳（「陣」に通ず）して而る後に之を撃つ。宋の師、

敗績す。公、股に傷つき、門官殲きたり（杜注：「門官」は、門を守る者、師行

けば、則ち君の左右に在り、「殲」は「盡」なり）。國人、皆な公を咎む。公曰

く、「君子は傷を重ねず、二毛（白髪交じりの老人）を禽（「擒」に通ず）にせ

ず。古の軍を為すや、阻隘を以てせず。寡人、亡國の餘と雖も、列を成さざる

に鼓せず。」子魚曰く、「君、未だ戰いを知らず、勍敵（「勍」（キョウ）は「強」）

の人、隘にして列せざるは、天、我を賛くるなり。阻にして之に鼓せば、亦た

可ならずや。猶ほ懼れ有り。且つ今の勍き者は、皆な吾が敵なり。胡耈（コ・

コウ、八十、九十の老人）に及ぶと雖も、獲れば則ち之を取る。何か二毛に有

らん。恥を明らかにして（敵から逃げようとする臆病な兵士に対する刑罰を明

らかにする）、戰いを教うるは、敵を殺すことを求むるなり。傷つき未だ死する

に及ばずんば、如何ぞ重ぬること勿らんや。若し傷を重ぬることを愛せば（楊

注：「愛」は憐惜の義。憐れみ惜しむこと）、則ち傷つくること勿きに如かんや。

其の二毛を愛せば、則ち服するに如かんや。三軍は利を以て用い（三軍を用い

るのは、国家の利益の為である）、金鼓は聲を以て気するなり（金鼓を鳴らすの

は、其の音で士気を高めるためである）。利ありて之を用うれば、阻隘も可なり。

聲盛んにして志を致せば、儳（ザン、義はみだれる、敵の隊列が整っていない

状態を謂う）に鼓するも可なり。」 

 ・丙子の晨（シン、早朝）に、鄭の文公（「公」の字は無いが、金沢文庫本は

「文公」に作る、由りて補う）の夫人羋（ビ）氏・姜氏、楚子を柯澤（鄭の地）

に勞う。楚子、師縉をして之に俘馘を示さしむ（杜注：「師縉」は、楚の楽師な

り、「俘」は得る所の囚、「馘」（カク）は、截る所の耳。この時代、殺した敵兵

の首の代わりに耳を切り取った）。君子曰く、「禮に非ざるなり。婦人は送迎す
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るに門を出でず。兄弟を見るに閾（しきみ、敷居のこと）を踰えず。戎事（軍

事）は女器を邇（「近」の義）づけず。 

 ・丁丑、楚子入りて鄭に饗せらる。九獻し、庭實旅百（庭に並べた贈り物が

百種類）、籩豆六品を加う（「籩」（ヘン）は竹製、「豆」は木製のご馳走を盛る

器、上公をもてなす定禮はそれぞれ四十、それに更に六品を加えたと謂うこと）。

享、畢り、夜出づ。文羋、軍に送る。鄭の二姫を取りて以て歸る。叔詹（杜注：

鄭の大夫）曰く、「楚王、其れ没（おわる）らざらんか。禮を為して別無きに卒

る（女に俘馘を示し、軍まで送らせ、二姫を取るなどの男女の禮の区別をつけ

なかった）。別無きは禮と謂う可からず。将た何を以て没らん。」諸侯、是を以

て其の覇を遂げざるを知る。 

 

 『經』 

 ・二十有三年（前６３７年）、春、齊侯、宋を伐ち、緡を圍む。 

 ・夏、五月庚寅、宋公茲父（襄公）卒す。 

 ・秋、楚人、陳を伐つ。 

 ・冬、十有一月、杞子卒す。 

 

 『傳』 

 ・二十三年、春、齊侯、宋を伐ち、緡を圍むは、以て其の齊に盟うに與らざ

るを討ずるなり。 

 ・夏、五月、宋の襄公卒す。泓に傷つくが故なり。 

 ・秋、楚の成得臣、師を帥いて陳を伐つは、其の宋に貳するを討ずるなり。

遂に焦・夷を取り、頓に城きて還る。子文以て之が功と為し、令尹為らしむ。

叔伯曰く、「子は國を若何せん。」對えて曰く、「吾は以て國を靖んずるなり。夫

れ大功有りて貴仕無くんば、其の人能く靖んずる者は幾ばくか有る（なんとも

思わず平気でいられる人はどれほどいるだろうか。「與有幾」は「有幾與」の倒

置形）。 

 ・九月、晉の惠公卒す。懐公立（本文は「立」の字は無いが、金沢文庫本に

より補う）ちて命ず、亡人（他国に亡命している者、具体的には公子重耳を指

す）に從うこと無かれ。期を期して至らずんば、赦すこと無からん。狐突の子

毛と偃とは重耳に從いて秦に在り。召さず。冬、懐公、狐突を執らえて、曰く、

「子来たらば則ち免さん。」對えて曰く、「子の能く仕うるや（仕える年齢にな

ったらという意味）、父は之に忠を教うるは、古の制なり。名を策し質を委して

（名を策に書して、質（贄に同じ）を献上するのは仕官する時の禮）、貳あるは

乃ち辟（つみ）なり。今、臣の子、名、重耳に在ること年數有り。若し又之を

召さば、之に貳を教うるなり。父、子に貳を教うれば、何を以て君に事えん。
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刑の濫ならざるは、君の明なり。臣の願いなり。刑を淫りにして以て逞（ほし

いままに）にせんとせば、誰が則ち罪無からん。臣、命を聞けり。」乃ち之を殺

す。卜偃、病と稱して出でず。曰く、「周書（『尚書』の康誥篇をいう）に之有

り、『乃ち大いに明らかなれば、服す。』己則ち不明にして、人を殺して以て逞

（こころよく）くす。亦た難からずや（民を従えることは難しい）。民は徳を見

ずして、唯戮を是れ聞く。其れ何の後か之有らん。」 

 ・十一月、杞の成公卒す。書して子と曰うは、杞、夷なればなり。名を書せ

ざるは、未だ同盟せざればなり。凡そ諸侯同盟すれば、死すれば則ち赴ぐるに

名を以てするは、禮なり。赴ぐるに名を以てすれば、則ち亦た之を書す。然ら

ざれば則ち否らず。不敏を辟くるなり（杜注：「敏」は「審」なり。不確実なこ

とを避ける）。 

 ・晉の公子重耳の難に及ぶや、晉人、諸を蒲城に伐つ。蒲城の人、戰わんと

欲す。重耳可かず。曰く、「君父の命を保ちて、其の生禄を享く。是に於いてか

人を得、人を有ちて校す（楊注：「校」は猶ほ抵抗）。罪焉より大なるは莫し。

吾其れ奔らん。」遂に狄に奔る。從う者は、狐偃・趙衰（チョウ・シ）・顛頡（テ

ン・ケツ）・魏武子・司空季子なり。狄人、ショウ（“まだれ”の中に“嗇”の

字）咎如を伐ち、其の二女、叔隗・季隗を獲て、諸を公子に納る。公子、季隗

を取りて、伯鯈（ハク・チュウ）・叔劉を生む。叔隗を以て趙衰に妻あわせ、盾

を生む。将に齊に適かんとして、季隗に謂いて曰く、「我を待つこと二十五年な

れ。來たらずして而る後に嫁せ。」對えて曰く、「我は二十五年（二十五歳）な

り。又是の如くして嫁せば、則ち木に就かん（楊注：「木」は、棺槨なり）。請

う子を待たん。」狄に處ること十二年にして行る。衛に過る。衛の文公、禮せず。

五鹿に出で、食を野人に乞う。野人、之に塊（土の塊）を與う。公子怒りて、

之を鞭うたんと欲す。子犯曰く、「天の賜なり。」稽首して受けて之を載す（車

に載せること）。齊に及ぶ。齊の桓公、之に妻あわせ、馬二十乘（乘は四頭なの

で、馬八十頭）有り。公子之に安んず。從者以て不可と為す。将に行らんとし

て、桑下に謀る。蠺（キン）妾、其の上に在り（蠺妾は養蚕に携わる女で、木

の上で桑の葉を摘んでいて、謀を聞いた）。以て姜氏（重耳の妻）に告ぐ。姜氏、

之を殺して、公子に謂いて曰く、「子は四方の志有り、其の之を聞く者は、吾、

之を殺せり。」公子曰く、「之無し。」姜曰く、「行れ。懐と安（愛する者への思

いと生活への安心感）とは、實に名を敗る。」公子可かず。姜、子犯と謀り、酔

わしめて之を遣る。醒めて、戈を以て子犯を逐う。曹に及ぶ。曹の共公、其の

駢脅（ヘン・キョウ、肋骨が一枚骨に為っている）なるを聞き、其の裸を觀ん

と欲し、浴するとき、薄して之を觀る（「薄」は、杜注は迫ると解釈し、楊注は、

簾と解釈し、すだれ越しに覗く意に取る。楊注説の方が自然であると思う）。僖

負羈の妻曰く、「吾、晉の公子の從者を觀るに、皆以て國に相たるに足る。若し
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以て夫子を相くれば、必ず其の國に反らん。其の國に反らば、必ず志を諸侯に

得ん（覇者となるであろう）。志を諸侯に得て無禮を誅せば、曹は其れ首めなら

ん。子盍ぞ蚤く自ら貳（共公と違う態度をとること）せざる。」乃ち盤飧（（ハ

ン・ソン、大皿に盛った夕食）を饋り、壁を寘（おく）く。公子、飧を受けて

壁を反す。宋に及ぶ、宋の襄公、之に贈るに馬二十乘を以てす。鄭に及ぶ、鄭

の文公も亦た禮せず。叔詹、諫めて曰く、「臣聞く、天の啓（杜注：「啓」は「開」

なり、教え導く意）く所は、人及ばざるなり。晉の公子には三有り。天其れ或

いは将に諸を建てんとするか（天が重耳に晉の國を建てさせようとしているの

ではないだろうか）。君其れ禮せよ。男女姓を同じくすれば、其の生蕃（しげる）

らず。晉の公子は姫の出なり。而るに今に至れり（中国では同姓は結婚しない

のが原則で有り、もし夫婦が同姓で有れば其の子孫は栄えないといわれている、

晉は姫姓で、重耳の母は大戎狐姫で、姫姓である、それでも今猶無事でいるの

は天の意思であるという意味）。一なり。外の患いに離（かかる、楊注：「離」

は「罹」なり）りて、天、晉國を靖んぜず。殆ど将に之を啓かんとす。二なり。

三士有り、以て人の上たるに足る。而して之に從う。三なり。晉・鄭は同儕（ド

ウ・セイ、杜注：「儕」は「等」なり。同等）なり。其の過ぐる子弟も固より将

に禮せんとす。況や天の啓く所をや。」聴かず。楚に及ぶ。楚子、之を饗して、

曰く、「公子、若し晉國に反らば、則ち何を以て不穀（君主の謙譲の辭）に報い

ん。」對えて曰く、「子女玉帛は、則ち君之有り。羽毛齒革（「羽」は鳥の羽、「毛」

は旄牛（からうし）、「齒」は象牙、「革」は犀と兕牛（ジ・ギュウ）の皮）は、

則ち君の地に生ず。其の晉國に波及する者は、君の餘なり。其れ何を以て君に

報いん。」曰く、「然りと雖も、何を以て我に報いん。」對えて曰く、「若し君の

霊を以て晉國に反るを得、晉・楚、兵を治めて、中原に遇わば、其れ君を辟く

ること三舎（「舎」は宿泊の意で、この時代軍は一日三十里を歩いて宿泊する、

故に九十里退くと謂う意味。当時の一里は四百メートル）せん。若し命を獲ず

んば（三舎しても許しを得られないなら）、其れ左に鞭弭（ベン・ビ、鞭と弓）

を執り、右に櫜鞬（コウ・ケン、弓袋と矢袋）を屬（つける）けて、以て君と

周旋（馬を駆け巡らせて戰う意）せん。」子玉、之を殺さんことを請う。楚子曰

く、「晉の公子は廣にして倹、文にして禮有り。其の從者は粛にして寛、忠にし

て能く力む。晉侯、親無く、外内之を惡む。吾聞く、姫姓は、唐叔の後、其れ

後れて衰うる者なりと（姫姓の諸侯が亡んでいっても、唐叔の子孫である晉だ

けが最後まで長く存在するであろうという意味）。其れ将に晉の公子に由らんと

するか。天将に之を興さんとす。誰が能く之を廢せん。天に違わば、必ず大咎

有らん。」乃ち諸を秦に送る。秦伯、女五人を納る。懐嬴（晉の懐公の妻）與る。

匜（イ、水差し）を奉げて盥（カン、手洗い水）を沃ぎ、既にして之（手を指

す）を揮う。怒りて（楊注：重耳、巾を待たずして餘水を揮い去る、禮に非ず。
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故に懐嬴怒る）曰く、「秦・晉は匹なり。何を以て我を卑しむ。」公子懼れ、服

を降して囚す（杜注：上服を去り自ら拘囚して以て之に謝す）。他日、公、之を

享す。子犯曰く、「吾、趙衰の文（文辞）なるに如かざるなり。請う衰をして從

わしめよ。」公子、河水を賦す（杜注によれば、河水は逸詩、義は、河水は海に

朝宗すると云うもので、河水を晉に喩え、海を秦に喩えて、晉に帰ったら秦に

朝する意を表したもの）。公、六月を賦す（『詩経』小雅六月篇、杜注によれば、

この詩は、周の尹吉甫が宣王を佐けて夷狄を征伐することを歌ったもので、公

子も晉に帰ったら、周王を助けて周室に従わない諸侯を征伐せよと謂う意味だ

とする）。趙衰曰く、「重耳、賜を拝せよ。」公子、降りて拝し、稽首す。公、一

級（一段）を降りて辭す。衰曰く、「君、天子を佐くる者を稱して重耳に命ず。

重耳敢えて拝せざらんや。」 

 

 『經』 

 ・二十有四年（前６３６年）、春、王の正月。 

 ・夏、狄、鄭を伐つ。 

 ・秋、七月。 

 ・冬、天王出でて鄭に居る。 

 ・晉侯夷吾卒す。 

 

 『傳』 

 ・二十四年、春、王の正月、秦伯、之（重耳を指す）を納る。書せざるは、

入るを告げざればなり。河に及び、子犯、壁を以て公子に授けて、曰く、「臣、

羈紲を負い（「羈」はたづな、「紲」は馬をつなぐ紐、「羈紲を負う」とは当時の

従行者が謙遜して使う常套句）、君に從いて天下を巡れり。臣の罪甚だ多し。臣

すら猶ほ之を知る、而るを況や君をや。請う此れより亡げん。」公子曰く、「舅

氏と心を同じくせざる所の者は、白水の如きこと有らん。」其の壁を河に投ず。

河を濟り、令狐を圍み、桑泉に入り、臼衰（キュウ・シ）を取る。二月甲午、

晉の師、廬柳に軍す。秦伯、公子縶（チュウ）をして晉の師に如かしむ（晉の

大夫に公子重耳に従うように交渉させた）。師退きて郇（ジュン）に軍す。辛丑、

狐偃、秦と晉の大夫と郇に盟う。壬寅、公子、晉の師に入る。丙午、曲沃に入

る。丁未、武宮（曲沃の武公の廟）に朝す。戊申、懐公を高梁に殺さしむ（楊

注：令狐等三邑の降るに自り、懐公は即ち高梁に奔る）。書せざるは、亦た告げ

ざればなり。呂・郤、偪らるるを畏れ、将に公宮を焚きて晉侯を殺さんとす。

寺人披、見えんことを請う。公、之を讓（せめる）めしめ、且つ辭して曰く、「蒲

城の役に、君、一宿を命ぜしに、女即ち至れり。其の後、余は狄の君に從いて、

以て渭濱に田（狩の義）す。女、惠公の為に來たりて余を殺さんことを求む。
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女に三宿を命ぜしに、女、中宿にして至れり（楊注：中宿は、第二宿の後第三

日なり、三宿は則ち第四日なり）。君の名有りと雖も、何ぞ其れ速やかなるや。

夫の袪（キョ、袖）は猶ほ在り。女、其れ行らんか。」對えて曰く、「臣謂えら

く、君の入るや、其れ之を知れりと（杜注：人に君たるの道を知る）。若し、猶

ほ未だしきならば、又将に難に及ばんとす。君命二無きは、古の制なり。君の

惡を除くには、唯力を是れ視すのみ。蒲人・狄人、余何か有らん（その当時、

あなたは単なる蒲の人であり、狄の人であって、私にとって何の義理も無い人

であった）。今、君位に即く。其れ蒲・狄無からんや。齊の桓公は鉤を射らるる

を置きて、管仲をして相たらしむ。君若し之を易えば、何ぞ命を辱くせん。行

る者甚だ衆からん。豈に唯刑臣（刑を受けた臣で、寺人披を指す）のみならん

や。」公、之を見て、難を以て告ぐ。三月、晉侯、潜かに秦伯に王城（秦の地）

に會す。己丑晦（晦日）公宮火あり。瑕甥・郤芮、公を獲ず。乃ち河上に如く。

秦伯、誘いて之を殺す。晉侯、夫人嬴氏を逆えて以て歸る。秦伯、衛（護衛の

兵）を晉に送ること三千人。實に紀綱の僕（えり抜きの勇士）なり。初め、晉

侯の豎頭須は（楊注：「豎」は、未だ成人ならずして給事する者の稱。頭須は名）、

藏を守る者なり。其の出づるや、藏を竊みて以て逃ぐ。盡く用いて以て之を納

れんことを求む（杜注：文公を納れんことを求む。盗んだ財を用いて文公を晉

に入れる運動をした）。入るに及び、見えんことを求む。公、辭するに沐を以て

す。（頭須が）僕人に謂いて曰く、「沐すれば則ち心覆る。心覆れば則ち圖反す。

宜なり、吾が見ゆるを得ざるや。居る者は社稷の守為り、行る者は羈紲の僕為

り。其れ亦た可なり。何ぞ必ずしも居る者を罪せん。國君にして匹夫を讎とせ

ば、懼るる者は其れ衆からん。」僕人以て告ぐ。公、遽（にわかに）かに之を見

る。狄人、季隗を晉に歸りて、其の二子を請う（楊注：二子は伯鯈（ハク・チ

ュウ）・叔劉なり、之を請うは、狄に留むるを請うなり）。文公、趙衰に妻わし

（文公は女を趙衰に妻わせた、下文の趙姫）、原同・屏括・樓嬰を生む。趙姫、

盾と其の母（叔隗）とを逆えんと請う。子餘（杜注：子餘は趙衰の字）辭す。

姫曰く、「寵を得て舊を忘れば（新しく愛する人を得たからといって、前の人を

忘れるならば）、何を以て人を使わん。必ず之を逆えよ。」固く請う。之を許す。

來たる。盾を以て才と為し、固く公に請いて、以て嫡子と為し、而して其の三

子をして之に下らしめ、叔隗を以て内子（卿大夫の正妻を指す）と為して、己

は之に下る。晉侯、亡に從えし者を賞す。介之推、禄を言わず。禄も亦た及ば

ず。推曰く、「獻公の九人、唯君のみ在り。惠・懐、親無く、外内之を棄つ。天

未だ晉を絶たず。必ず将に主有らんとす。晉の祀りを主る者は、君に非ずして

誰ぞ。天實に之を置く。而るに二三子以て己が力と為すは、亦た誣いざるか。

人の財を竊むは、猶ほ之を盗と謂う。況や天の功を貪りて以て己が力と為すを

や。下は其の罪を義とし、上は其の姦を賞し、上下相蒙く（楊注：「蒙」は、「欺」
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なり）。與に處り難し。」其の母曰く、「盍ぞ（「盍」は、「何不」）亦た之を求め

ざる。以て死せば、誰をか懟（うらむ）みん。」對えて曰く、「尤（とがめる）

めて之に效（ならう）うは、罪又甚だし。且つ怨言を出だせり。其の食を食ら

わじ。」其の母曰く、「亦た之を知らしめば、若何。」對えて曰く、「言は、身の

文なり。身将に隠れんとす。焉んぞ之を文（かざる）らんことを用いん。是れ

顕を求むるなり。」其の母曰く、「能く是の如くならんか。女と偕（ともに）に

隱れん。」遂に隱れて死す。晉侯、之を求むれども獲ず。緜（メン）上を以て之

が田と為して、曰く、「以て吾が過ちを志（しるす）し、且つ善人を旌（杜注：

「旌」は「表」なり）わさん。」 

 ・鄭の滑に入るや、滑人、命を聽く。師還るや、又衛に即く。鄭の公子士泄・

堵兪、滑を伐つ。王、伯服・游孫伯をして鄭に如きて滑を請わしむ。鄭伯、惠

王の入りて厲公に爵を與えざるを怨む（事は、荘公の二十一年の傳に見ゆ）。又

襄王の衛・滑に與するを怨む。故に王命を聴かずして、二子を執らう。王怒り、

将に狄を以て鄭を伐たんとす。富辰諫めて曰く、「不可なり。臣之を聞く、大上

（最善の方法、諸説あり）、は徳を以て民を撫し、其の次は親に親しみて以て相

及ぼすと。昔、周公、二叔（武王の弟の管叔・蔡叔）の咸（やわらぐ）がざる

を弔（いたむ）む。故に親戚を封建して以て周に蕃屏とす。管・蔡・郕・霍・

魯・衛・毛・タン（左に“耳”、右に“冉”の字）・郜（コウ）・雍・曹・滕・畢・

原・鄷・郇は、文の昭なり（杜注：十六國は皆文王の子なり。「昭」は廟制の昭

穆の昭、既述、文王は穆なので、その子は皆昭である、故にここでの昭は文王

の子を指す）。邘（ウ）・晉・應・韓は、武の穆なり（武王は昭なので、その子

は皆穆である、故にこの四國は武王の子）。凡・蔣・邢・茅・胙（ソ）・祭は、

周公の胤なり（「胤」は子孫、この六國は周公の子孫が封ぜられた国）。召の穆

公（周の卿士）、周徳の類（杜注：「類」は「善」なり。親しみ和合する意）か

らざるを思う。故に宗族を成周（都の洛陽）に糾合して、詩を作りて曰く、『常

棣（ジョウ・テイ、にわうめ）の華、鄂として（花のうてなから花びらが外に

開いて咲いている貌）韡韡（イ・イ、光り輝く貌）たらざらんや。凡そ今の人、

兄弟に如くは莫し。』其の四章に曰く、『兄弟、牆に鬩（せめぐ、怨みをもって、

互いに争うこと）げども、外其の侮りを禦ぐ。』是くの如くんば、則ち兄弟小忿

有りと雖も、懿親（イ・シン、杜注：「懿」は「美」なり。うるわしい親しみ）

を廢てず。今、天子小忿に忍びず、以て鄭の親を棄てんとす。其れ之を若何せ

ん。勲を庸（「用」に同じ）い、親を親しみ、近を暱（したしむ）しみ、賢を尊

ぶは、徳の大なる者なり。聾に即き、昧に從い、頑に與し、嚚（ギン、口やか

ましく誠実性が無い者）を用うるは、姦の大なる者なり。徳を棄て、姦を崇ぶ

は、禍の大なる者なり。鄭は平・惠（平王と惠王）の勲有り、又厲・宣の親有

り。嬖寵（お気に入りの姦臣）を棄てて三良（叔詹・堵叔・師叔の三名臣）を
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用い、諸姫に於いて近しと為す（周室と同姓の姫姓の諸侯の中で、鄭が最も親

近の関係にあるという意味）。四徳具われり。耳、五聲の和を聽かざるを聾と為

し、目、五色の章を別たざるを昧と為し、心、徳義の經に則らざるを頑と為し、

口、忠信の言を道わざるを嚚と為す。狄皆な之に則り、四姦具われり。周の懿

徳有りしも、猶ほ兄弟に如くは莫しと曰う。故に之を封建す。其の天下を懐柔

せしも、猶ほ外侮有るを懼るるなり。侮りを扞禦する者は、親に親しむに如く

は莫し。故に親を以て周に屏とす。召の穆公亦た云う、今、周の徳既に衰う。

是に於いてか、又周・召を渝（楊注：「渝」は「變」なり。杜注：周・召の兄弟

に親しむ道を變ゆ）えて以て諸姦に從わば、乃ち不可なること無からんや。民

未だ禍を忘れず（杜注：前に子頽の亂有り、中に叔帯の狄を召すこと有り）。王

又之を興す。其れ文武を若何せん（杜注：将に文武の功業を廢せんとするを謂

う）。」王聴かず。頽叔・桃子をして狄の師を出ださしむ。夏、狄、鄭を伐ち、

檪を取る。王、狄人を徳（楊注：徳は猶ほ今の感謝を言うがごとし）とし、将

に其の女を以て后と為さんとす。富辰諫めて曰く、「不可なり。臣之を聞く、曰

く、『報ゆる者は倦み、施す者は未だ厭かず。』狄は固より貪惏（タン・ラン、「惏」

も「貪」の義）、王又之を啓く。女徳極まり無く、婦怨終わり無し。狄必ず患を

為さん。」王又聴かず。初め、甘の昭公（楊注：甘の昭公は即ち惠王の子、襄王

の弟、王子帯、甘に封ぜらる）、惠后に寵有り。惠后将に之を立てんとするも、

未だ及ばずして卒す。昭公齊に奔る（十二年の傳に見ゆ）。王之を復す（二十二

年の傳に見ゆ）。又隗氏（楊注：隗氏は即ち王の立つる所の狄の后）に通ず。王、

隗氏を替（すてる、楊注：「替」は「廢」なり）つ。頽叔・桃子曰く、「我實に

狄を使う。狄其れ我を怨みん。」遂に大叔（王子帯）を奉じて、狄の師を以て王

を攻む。王の御士（王の侍御臣、近臣、公卿大夫の子弟が任ぜられた）将に之

を禦がんとす。王曰く、「先后（其の母惠后）其れ我を何とか謂わん。寧ろ諸侯

をして之を圖らしめん。」王遂に出でて、坎欿（カン・タン）に及ぶ。國人之を

納る（襄王を助けて都に戻した）。秋、頽叔・桃子、大叔を奉じて、狄の師を以

て周を伐ち、大いに周の師を敗り、周公忌父・原伯・毛伯・富辰を獲う。王出

でて鄭に適き、氾に處る。大叔、隗氏を以いて温に居る。 

 ・鄭の子華の弟子臧、出でて宋に奔る。聚鷸冠（杜注：「鷸」（イツ）は鳥の

名、鷸の羽を聚めて以て冠を為る）を好む。鄭伯、聞きて之を惡む。盗をして

之を誘わしむ。八月、盗、之を陳・宋の間に殺す。君子曰く、「服の喪（かなう、

「適」に通ず）わざるは、身の災いなり。詩（曹風候人篇）に曰く、『彼の子（「彼

己之子」、楊注：今の詩は「己」を「其」に作る、「彼其之子」は即ち彼子なり、

「其」は義無し）、其の服に稱わず。』子臧の服、稱わざるかな。詩（小雅小明

篇）に曰く、『自ら伊の慼を詒す（楊注：「詒」は「遺」（のこす）なり、「伊」

は「是」、「此」なり、「慼」は「憂」なり）。』其れ子臧を之れ謂うなり。夏書（杜
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注：夏書は逸書。この句は僞古文尚書の大禹謨に見える）に曰く、『地平らかに

して天成る。』稱えるなり。 

 ・宋、楚と平らぎ、宋の成公、楚に如く。還りて、鄭に入る。鄭伯将に之を

享せんとして、禮を皇武子（鄭の卿）に問う。對えて曰く、「宋は先代（殷）の

後なり。周に於いて客為り。天子事有れば（楊注：「有事」は「祭祀」なり）、

膰（ハン、ひもろぎ、宗廟の祀りに供えた焼肉、祀りの後に宋に分かち与えた）

し、喪有れば、拝す（王が宋の弔問を謝して拝すること）。豊厚にせば、可なり。」

鄭伯、之に從いて、宋公を享するに加うること有り（「有加」の詳細は、二十二

年の傳を参照）。禮なり。 

 ・冬、來たりて難を告げしめて、曰く、「不穀、不徳にして、罪を母の寵子帯

（「母」の下に「弟」の字が有るが、衍字として、母の愛した子帯と解釈する）

に得、鄭の地氾に鄙在す。敢えて叔父（楊注：天子、同姓を稱する諸侯を叔父

或いは伯父と曰う）に告ぐ。」臧文仲對えて曰く、「天子、外に蒙塵（天使が難

を避けて外に出る事を謂う）す。敢えて奔りて官守（天子の左右に仕える近臣）

に問わざらんや。」王、簡師父をして晉に告げ、左鄢父をして秦に告げしむ。天

子出づること無し。書して、天王、出でて鄭に居ると曰うは、母弟の難を辟く

るなり。天子、凶服して（白の喪服を着ること）名を降すは（不穀と称して謙

遜していること）、禮なり。 

 ・鄭伯、孔将鉏・石甲父・侯宣多と官具を氾に省視し（天子の役人とそれが

用いる備品を調べて整えること）、而る後に其の私政を聽くは、禮なり。 

 ・衛人将に邢を伐たんとす。禮至（衛の大夫）曰く、「其の守（杜注：「守」

は、邢の正卿國氏を謂う）を得ざれば、國得可からざるなり。我請う、昆弟焉

に仕えん。」乃ち往きて仕うることを得たり。 

 

 『經』 

 ・二十有五年（前６３５年）、春、王の正月丙午、衛侯燬（キ）、邢を滅ぼす。 

 ・夏、四月癸酉、衛侯燬卒す。 

 ・宋の蕩伯姫、來たりて婦を逆う（杜注：伯姫は魯の女、宋の大夫蕩氏の妻

と為る、自ら其の子の為に來たり逆う、婦と稱するは姑在るの辭なり、婦人、

境を越えて婦を逆うるは禮に非ざるなり、故に書す）。 

 ・宋、其の大夫を殺す。 

 ・秋、楚人、陳を圍み、頓子を頓に納る（杜注：頓、陳に迫られて出でて楚

に奔る、故に楚、陳を圍みて以て頓子を納る）。 

 ・衛の文公を葬る。 

 ・冬、十有二月癸亥、公、衛子・莒慶に洮に會す。 
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 『傳』 

 ・二十五年、春、衛人、邢を伐つ。二禮（禮至の兄弟、前年の傳末を参照）、

國子に從いて城を巡り、掖して以て外に赴げて（「赴」は「投」に同じ。楊注：

「掖」は、人の臂を持つ、左右挟みて其の臂を持ち、然る後に仆して以て諸を

城外に投ず）、之を殺す。正月丙午、衛侯燬、邢を滅ぼす。同姓なり。故に名い

う。禮至、銘（器物に刻み込む文）を為りて曰く、「余、掖して國子を殺す。余

を敢えて止むるもの莫し。」 

 ・秦伯、河上に師し、将に王を納れんとす。狐偃、晉侯に言いて曰く、「諸侯

を求むるは、勤王に如くは莫し。諸侯、之を信ず。且つ大義なり。文の業を繼

ぎて（文は晉の１１代目の君主文侯仇、周の平王が東遷したとき、それを支え

て功があった）、信、諸侯に宣ぶるは、今を可と為す。」卜偃をして之を卜せし

む。曰く、「吉なり。黄帝の阪泉に戰うの兆に遇う（杜注：黄帝、神農の後姜氏

と阪泉の野に戦いて之に勝つ、今其の兆を得、故に以て吉と為す）。」公曰く、「吾、

堪えざるなり。」對えて曰く、「周の禮は未だ改まらず。今の王は、古の帝なり。」

公曰く、「之を筮せよ。」之を筮す。大有の睽（ケイ）に之くに遇う。曰く、「吉

なり。公用（「以」に同じ）て天子に享せらるるの卦に遇う。戰い克ちて王饗す。

吉孰れか焉より大ならん。且つ是の卦なるや、天、澤と為りて以て日に當る。

天子、心を降して以て公を逆う。亦た可ならずや。大有、睽を去りて復る。亦

た其の所なり。」晉侯、秦の師を辭して下る。三月甲辰、陽樊に次る。右師、温

を圍み、左師、王を逆う。夏、四月丁巳、王、王城に入る。大叔を温に取り、

之を隰城に殺す。戊午、晉侯、王に朝す。王享して醴あり（「醴」はあまざけの

一種で、説文に「酒の一宿にして孰せるものなり」とあり、王が臣下に賜う禮

の一つであった）。之に宥（ユウ、引き出物）を命ず。隧（墓穴に棺を収める為

の墓道のことで、之を作るのは王の葬禮で、諸侯は穴を掘って上から吊るして

下す）を請う。許さず。曰く、「王章（「章」は「禮」の意で、王の用いる禮）

なり。未だ代徳有らずして、二王有るは、亦た叔父の惡む所ならん。」之に陽樊・

温・欑茅の田を與う。晉、是に於いて始めて南陽を啓く。陽樊、服せず。之を

圍む。蒼葛呼びて曰く、「徳は以て中國を柔らげ、刑は以て四夷を威す。宜なり

吾の敢えて服せざるや。此れ誰が王の親姻に非ざらん。其れ之を俘にせんとす

るや。」乃ち其の民を出だす。 

 ・秋、秦・晉、鄀（ジャク）を伐つ。楚の鬭克・屈禦冠、申・息の師を以て

商密を戍る。秦人、析を過ぎ、隈より入りて輿人を係（しばる）りて（秦の雑

兵を縛り、析の捕虜に見せかけて、析を既に取ったように見せかけた）、以て商

密を圍み、昏にして傳（城に近づく意）し、宵に、血を坎にし書を加え（楊注：

地を掘り坎（あな）を為り、牲を其の上に殺し、血を取りて以て神に告げ、血

を歃り、盟書を其の上に加う）、子儀・子邊と盟う者の僞（まね）す。商密の人
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懼れて、曰く、「秦、析を取れり。戍人反せり。」乃ち秦の師に降る。秦の師、

申公子儀・息公子邊を囚らえて以て歸る。楚の令尹子玉、秦の師を追う。及ば

ず。遂に陳を圍み、頓氏を頓に納る。 

 ・冬、晉侯、原を圍み、三日の糧を命ず。原、降らず。命じて之を去る。諜

出でて（原に放っていた間諜が城から出てきた）、曰く、「原将に降らんとす。」

軍吏曰く、「請う之を待たん。」公曰く、「信は、國の寶なり。民の庇（おおう）

わるる所なり。原を得るも信を失わば、何を以て之を庇わん。亡う所滋々多か

らん。」一舎を退く、而して原降る。原伯貫を冀に遷す。趙衰を原の大夫と為し、

狐湊（杜注：狐湊は、狐毛の子）を温の大夫と為す。 

 ・衛人、莒を我に平らぐ。十二月、洮に盟うは、衛の文公の好みを修め、且

つ莒と平らぐなり。 

 ・晉侯、原の守を寺人勃鞮（杜注：勃鞮は披なり）に問う。對えて曰く、「昔、

趙衰、壺飧を以て從い、徑して、餒うるも食らわず。」故に原に處らしむ。 

 

 『經』 

 ・二十有六年（前６３４年）、春、王の正月己未、公、莒子・衛の甯速に會し

て向（ショウ）に盟う。 

 ・齊人、我が西鄙を侵す。公、齊の師を追う。ケイ（“おおざとへん”に“嶲”

の字）に至る。及ばず。 

 ・夏、齊人、我が北鄙を伐つ。 

 ・衛人、齊を伐つ。 

 ・公子遂、楚に如き師を乞う。 

 ・秋、楚人、夔（キ）を滅ぼし、夔子を以て歸る。 

 ・冬、楚人、宋を伐ち、緍を圍む。公、楚の師を以て齊を伐ち、穀を取る。 

 ・公、齊を伐つ自り至る。 

 

 『傳』 

 ・二十六年、春、王の正月、公、莒の茲丕公・甯荘子に會し向に盟うは、洮

の盟を尋（「温」に通ず）むるなり。 

 ・齊の師、我が西鄙を侵すは、是の二盟（洮の盟と向の盟）を討ずるなり。 

 ・夏、齊の孝公、我が北鄙を伐つ。衛人、齊を伐つは、洮の盟の故なり。公、

展喜をして師（齊の師）を犒（ねぎらう）わしめ、命（齊の軍を労う口上書）

を展禽（展喜の兄）に受けしむ。齊侯未だ竟に入らず。展喜、之に從いて、曰

く、「寡君、君の親ら玉趾を舉げて、将に敝邑に辱くせんとするを聞き、下臣を

して執事（側仕えの役人の意であるが、尊貴の人を謂うのに、迂回して謂う当

時の常套句）を犒わしむ。」齊侯曰く、「魯人恐るるか。」對えて曰く、「小人は
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恐る。君子は則ち否らず。」齊侯曰く、「室は縣罄の如く（「縣」は「懸」に同じ、

「罄」は「磬」に同じ、磬は石の楽器、吊るしてたたいて音を出す、その中は

空洞になっているので、民家が空洞のように食が尽きていることを喩えている）、

野に青草無し。何を恃みて恐れざる。」對えて曰く、「先王の命を恃む。昔、周

公・大公は周室に股肱として、成王を夾輔す。成王、之を勞いて、之に盟を賜

いて、曰く、『世世子孫、相害うこと無かれ。』載（楊注：載は盟約なり、古は

之を載書と曰う）は盟府に在り。大師之を職（つかさどる）る（杜注：「職」は

「主」なり、大公、大師と為り、盟を司る官を兼主す）。桓公、是を以て諸侯を

糾合して、其の不協を謀り、其の闕を彌縫（ビ・ボウ、とりつくろう、補正す

る）して、其の災いを匡救（「匡」も「救」の意）せしは、舊職を昭らかにする

なり。君の位に即くに及び、諸侯の望（期待）に曰く、『其れ桓の功に率（杜注：

「卒」は「循」なり）わん。』我が敝邑用て敢えて保聚（兵を集め城を守ること）

せず。曰く、『豈に其の世を嗣ぐこと九年にして、命を棄て職を廢せんや。其れ

先君を若何せん。君必ず然らざらん。』此を恃みて以て恐れず。」齊公乃ち還る。 

 ・東門襄仲・臧文仲、楚に如き師を乞う。臧孫、子玉を見て、之を道（「導」

に通ず）きて宋・齊を伐たしむ。其の不臣を以てなり（杜注は周に臣事しない

意に、沈欽韓は楚に臣事しない意に解する）。 

 ・夔子、祝融と鬻隈（俱に楚の先祖）を祀らず。楚人、之を譲む。對えて曰

く、「我が先王熊摯（ユウ・シ）、疾有り。鬼神赦さずして、自ら夔に竄（のが

れる）れたり。吾、是を以て楚を失えり。又何ぞ祀らんや。」秋、楚の成得臣・

鬭宜申、師を帥いて夔を滅ぼし、夔子を以て歸る。 

 ・宋、其の晉侯に善きを以て、楚に叛き晉に即く。冬、楚の令尹子玉・司馬

子西、師を帥いて宋を伐ち、緍を圍む。公、楚の師を以て齊を伐ち、穀を取る。

凡そ師は、能く之を左右するを以いると曰う。桓公の子雍を穀に寘（おく）き、

易牙、之を奉じて以て魯の援けと為す。桓公の子七人、楚に七大夫と為る。 

 

 『經』 

 ・二十有七年（前６３３年）、春、杞子來朝す。 

 ・夏、六月庚寅、齊侯昭卒す。 

 ・秋、八月乙未、齊の孝公を葬る。 

 ・乙巳、公子遂、師を帥いて杞に入る。 

 ・冬、楚人・陳侯・蔡侯・鄭伯・許男、宋を圍む。 

 ・十有二月甲戌、公、諸侯に會して、宋に盟う。 

 

 『傳』 

 ・二十七年、春、杞の桓公來朝す。夷の禮を用う。故に子と曰う。公、杞を
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卑しむ。杞、不共（「共」は「恭」に同じ）なればなり。 

 ・夏、齊の孝公卒す。齊に怨み有るも、喪紀（死者に対する弔贈の礼）を廢

せざるは、禮なり。 

 ・秋、杞に入るは、無禮を責むるなり。 

 ・楚子、将に宋を圍まんとして、子文（前の令尹）をして兵を睽（ケイ）に

治めしむ。終朝（夜明けから朝食時まで）にして畢り、一人をも戮せず。子玉

（今の令尹）復た兵を蔿に治め、終日にして畢り、七人を鞭うち、三人の耳を

貫く。國老皆な子文を賀す（規律の巖しい子玉を評価し、彼を令尹に推挙した

子文に祝いを述べに来た）。子文、之に酒を飲ましむ。蔿賈（イ・カ）尚ほ幼し。

後れて至り、賀せず。子文、之を問う。對えて曰く、「賀する所を知らず。子の

政を子玉に傳えしは、以て國を靖んぜんと曰えり。諸を内に靖んじて諸を外に

敗らば、獲る所幾何ぞ。子玉の敗るるは、子の舉ぐればなり。舉げて以て國を

敗る、将た何ぞ賀せん。子玉は、剛にして禮無し、以て民を治む可からず。三

百乘を過ぐれば、其れ以て入ること能わざらん（楊注：入るは、全師國に入る

を謂う。全員無事に戻ってくること）。苟も入りて賀するも、何の後るること之

れ有らん。」冬、楚子、諸侯と宋を圍む。宋の公孫固、晉に如きて急を告ぐ。先

軫曰く、「施に報い、患を救い、威を取り、覇を定むるは、是に於いてか在り。」

狐隁曰く、「楚、始めて曹を得て、新たに衛に昏（婚に通ず）す。若し曹・衛を

伐たば、楚必ず之を救わん。則ち齊・宋は免れん。」是に於いてか被廬に蒐し（「蒐」

は、狩をして兵を訓練すること）、三軍を作り、元帥を謀る。趙衰曰く、「郤穀

可なり。臣亟々其の言を聞けり。禮樂を説びて詩書に敦し。詩書は義の府（府

庫）なり、禮樂は徳の則なり。徳義は利の本なり。夏書（『尚書』の中で夏王朝

に関する部分、下記の句は、益稷篇に見える）に曰く、『賦納するに言を以てし、

明試するに功を以てし、車服は庸を以てす（意見を述べさせて、善言は取り入

れて、それを実行させて、功業を見て、それに報いる車や服を与える）。』君其

れ之を試みよ。」乃ち郤穀をして中軍に将たらしむ。郤湊、之に佐たり。狐隁を

して上軍に将たらしむ。狐毛（狐隁の兄）に讓りて之に佐たり。趙衰に命じて

卿と為さしむ。欒枝・先軫に讓る。欒枝をして下軍に将たらしむ。先軫、之に

佐たり。荀林父、戎に御たり、魏犨（ギ・シュウ）右たり。晉侯初めて入りて

（二十四年、國に入る）、其の民を教うること二年にして、之を用いんと欲す。

子犯曰く、「民、未だ義を知らず、未だ其の居に安んぜず。」是に於いてか、出

でて襄王を定め（二十五年）、入りて民を利するを務む。民、生を懐んず（楊注：

兪樾の平議に曰く、「懐」は「安」なり、民、其の生を安んずるを言うなり）。

将に之を用いんとす。子犯曰く、「民、未だ信を知らず、未だ其の用を宣（あき

らか）かにせず。」是に於いてか、原を伐ちて以て之に信を示す（二十五年）。

民の資を易うる者（楊注：「易資」は即ち売買の事。商売人）、豊を求めず（暴
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利を貪らない）、其の辭を明徴す（言葉を偽らず明確にした）。公曰く、「可なら

んか。」子犯曰く、「民、未だ禮を知らず、未だ其の共（「恭」に通ず）を生ぜず。

是に於いてか、大蒐して以て之に禮を示し（被廬に蒐す）、執秩（官爵や秩禄を

司る官）を作りて以て其の官を正しくす。民の聽くこと惑わずして、而る後に

之を用う。穀の戎を出だし（齊の穀城を占領していた楚の守備兵を追い払った）、

宋の圍を釋き、一戰して（翌年の城濮の役を指す）覇たるは、文の教えなり。 

 

 『經』 

 ・二十有八年（前６３２年）、春、晉侯、曹を侵す。晉侯、衛を伐つ。 

 ・公子買（魯の大夫子叢）、衛を戎る。戎りを卒えず（戎りの任務を十分に果

さなかったこと）、之を刺（ころす）す。 

 ・楚人、衛を救う。 

 ・三月丙午、晉侯、曹に入り、曹伯を執らえ、宋人に畀う（杜注：「畀」は「與」

なり） 

 ・夏、四月己巳、晉侯・齊の師・宋の師・秦の師、楚人と城濮に戰う。楚の

師、敗績す。 

 ・楚、其の大夫得臣（子玉）を殺す。 

 ・衛侯、出でて楚に奔る。 

 ・五月癸丑、公、晉侯・齊侯・宋公・蔡侯・鄭伯・衛子・莒子に會して、踐

土に盟う。 

 ・陳侯、會に如く（杜注：陳、本より楚に與す、楚敗れ、懼れて晉に屬す、

來たるも盟に及ばず、故に會に如くと曰う）。 

 ・公、王所に朝す（杜注：王、踐土に在り、京師に非ず、故に王所と曰う）。 

 ・六月、衛侯鄭、楚自り衛に歸る。衛の元咺（ゲン・ケン）、晉に出奔す。 

 ・陳侯款卒す。 

 ・秋、杞の伯姫、來たる。 

 ・公子遂、齊に如く。 

 ・冬、公、晉侯・齊侯・宋公・蔡侯・鄭伯・陳子・莒子・邾子・秦人と温に

會す。 

 ・天王、河陽に狩す。 

 ・壬申、公、王所に朝す。 

 ・晉人、衛侯を執らえて、之を京師に歸る。衛の元咺、晉自り復た衛に歸る。 

 ・諸侯、遂に許を圍む。 

 ・曹伯襄、復た曹に歸り、遂に諸侯の許を圍むに會す。 

 

 『傳』 
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 ・二十八年、春、晉侯、将に曹を伐たんとし、道を衛に假る。衛人許さず。

還りて、南河自り濟り、曹を侵し、衛を伐つ。正月戊申、五鹿を取る。二月、

晉の郤穀卒す。原軫（先軫）、中軍に将たり、胥臣、下軍に佐たり。徳を上ぶな

り。晉侯・齊侯、斂孟（衛の地）に盟う。衛侯、盟わんと請う。晉人許さず。

衛侯、楚に與せんと欲す。國人、欲せず。故に其の君を出だして、以て晉に説

く。衛侯、出でて襄牛（衛の地）に居る。 

 ・公子買、衛を戎る（楊注：衛は、楚の婚姻なり、魯は楚に與す、故に之が

為に衛を戎る）。楚人、衛を救う。克たず。公、晉を懼れ、子叢（公子買）を殺

して以て説く。楚人に謂いて曰く、「戎りを卒えず。」 

 ・晉侯、曹を圍み、門す（「門」は動詞、城を攻める意）。多く死す。曹人、

諸を城上に尸（さらす）す。晉侯、之を患う。輿人の誦を聽くに、墓に舎せよ

（曹人の墓地に陣せよ）と稱す。師遷る。曹人、兇懼す。其の得る所の者の為

に、棺して之を出だす。其の兇るるに因りて之を攻む。三月丙午、曹に入り、

之を數むるに其の僖負羈を用いずして、軒に乘る者三百人なるを以てし、且つ

曰く、状を獻ずと（嘗て曹に過ったとき、曹公が文公の一枚あばら骨を除き見

た事に触れて、見たければ見せてやろうと謂う意味に解釈する説が多いが、杜

注は、軒は大夫の乗る車、其の徳無く位に居る者多し、故に其の功状を責むと

解しており、私は杜注の説でよいと思う）。令して僖負羈の宮に入ること無から

しめて、其の族を免ず。施に報ゆるなり。魏犨・顛頡、怒りて曰く、「勞を之れ

圖らず。報ゆること何か有らん。」僖負羈氏を爇（杜注：「爇」は「焼」なり）

く。魏犨、胸に傷つく。公、之を殺さんと欲するも、其の材を愛しむ。問わし

めて、且つ之を視しむ。病まば、将に之を殺さんとす。魏犨、胸を束ねて使者

を見て曰く、「君の霊を以てせば、寧きこと有らざらんや。」距躍（前に跳躍す

ること）三たび百（はげむ、杜注：「百」は「勵」なり）み、曲踊（飛び上がる

こと）三たび百む。乃ち之を舎す。顛頡を殺して以て師に徇う。舟之僑を立て

て以て戎右と為す。 

 ・宋人、門尹般をして晉に如き急を告げしむ。公曰く、「宋人、急を告ぐ。之

を舎かば則ち絶えん（晉と宋との好が絶える）。楚に告ぐるも許さざらん。我戰

わんと欲す。齊・秦、未だ可かず。之を若何せん。」先軫曰く、「宋をして我を

舎てて齊・秦に賂い、之を籍りて楚に告げしめ、我は曹君を執らえて、曹・衛

の田を分かちて以て宋人に賜わん。楚、曹・衛を愛すれば、必ず許さざらん（杜

注：齊・秦の請いを許さず）。賂に喜び、頑に怒らば、能く戰うこと無からんか。」

公、説び、曹伯を執らう。曹・衛の田を分かちて、以て宋人に畀（あたえる）

う。楚子、入りて申に居り、申叔をして穀を去らしめ。子玉をして宋を去らし

めて、曰く、「晉の師に從うこと無かれ。晉侯、外に在ること十九年、而して果

たして晉國を得たり。険阻艱難、備さに之を嘗めたり。民の情偽、盡く之を知
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れり。天、之に年を假して（杜注：獻公の子九人、唯 文公のみ在す、故に天、

之に年を假すと曰う）、其の害を除けり。天の置く所、其れ廢す可けんや。軍志

（兵法書）に曰く、『允當（力関係が互角）すれば則ち歸る。』又曰く、『難きを

知りて退く。』又曰く、『有徳に敵す可からず。』此の三志の者は、晉を之れ謂う。」

子玉、伯棼をして戰いを請わしめて、曰く、「敢えて必ずしも功有らんとするに

非ざるなり。願わくは以て讒慝の口を間執せん（「讒慝」は人を謗る善からぬ者、

「間執」は塞ぐ、具体的には、二十七年傳に見える、蔿賈の百乘を過ぐれば、

其れ以て入ること能わずという言に対するもの）。」王怒り、少しく之に師を與

う。唯西廣（楚には二つの廣の軍が有る、西廣はその一つ）・東宮（東宮は大子

の居る所、乃ち大子の兵）と若敖の六卒（卒は百人、乃ち六百人の兵）と、實

に之に從う。子玉、宛春をして晉の師に告げしめて、曰く、「請う、衛侯を復し

て曹を封ぜよ。臣も亦た宋の圍みを釋かん。」子犯曰く、「子玉は禮無きかな。

君には一を取らせ、臣にして二を取る。失う可からず。」先軫曰く、「子、之を

與（楊注：「與」は「許」なり）せ。人を定むるを之れ禮と謂う。楚は一言にし

て三國を定む。我は一言にして之を亡ぼさんとす。我は則ち禮無し。何を以て

戰わんか。楚の言を許さずんば、是れ宋を棄つるなり。救いて之を棄てば、諸

侯に何と謂わん。楚に三施有り、我に三怨有り、怨讎已にだ多くば、将た何を

以て戰わん。私かに曹・衛を復するを許して以て之を携（杜注：「携」は「離」

なり）し、宛春を執らえて以て楚を怒らし、既に戰いて後に之（曹・衛の処置）

を圖るに如かず。」公説ぶ。乃ち宛春を衛に拘え、且つ私かに曹・衛を復するを

許す。曹・衛、絶を楚に告ぐ。子玉怒り、晉の師に從う。晉の師退く。軍吏曰

く、「君を以て臣を辟くるは、辱なり（君の率いる軍が、臣の率いる軍を避ける

のは恥じである）。且つ楚の師は老いたり。何の故に退く。」子犯曰く、「師は直

を壮と為し、曲を老と為す。豈に久しきに在らんや。楚の惠微（「無」に通ず）

かりせば此に及ばざらん。三舎を退きて之を辟くるは、報ゆる所以なり。惠に

背き言を食み、以て其の讎に亢たらば（杜注：「亢」は猶ほ「當」なり、「讎」

は楚なり）、我曲にして楚直なり、其の衆素より飽く（「其衆」は楚の兵、「飽」

は士気の充足していること謂う）。老と謂う可からず。我退きて楚還らば、我将

た何をか求めん。若し其れ還らずんば、君退き、臣犯す、曲は彼に在り。」三舎

を退く。楚の衆止まらんと欲す。子玉可かず。夏、四月戊辰、晉侯・宋公・齊

の國歸父・崔夭・秦の小子憖（ギン）、城濮に次る。楚の師、ケイ（“おおざと

へん”に“雟”の字）を背にして舎す。晉侯、之を患う。輿人の誦を聽くに、

曰く、「原田毎毎たり、其の舊を舎てて新たに是れ謀れ（「原田」は野原の耕作

地、「毎毎」は草のしげる貌、。」公疑う。子犯曰く、「戰わん。戰いて捷たば、

必ず諸侯を得ん。若し其れ捷たざるも、山河を表裏にす。必ず害無からん。」公

曰く、「楚の惠を若何せん。」欒貞子（欒枝）曰く、「漢陽の諸姫は（漢水の北に
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ある姫姓の国々）、楚實に之を盡くせり（滅ぼした）。小惠を思いて大耻を忘れ

んや。戰うに如かざるなり。」晉侯、夢む、楚子と搏し、楚子、己を伏せて其の

脳を盬（くらう、楊注：「盬」は咀嚼なり）うと。是を以て懼る。子犯曰く、「吉

なり。我天を得て、楚は其の罪に伏す。吾は且つ之を柔にせり（杜注：晉侯、

上を向く、故に天を得、楚子、下に地に向く、故に其の罪に伏す、能は物を柔

らかくする所以なり。この時代脳みそは物を柔らかくすると思われていた、脳

みそを食らう楚子を懐柔する意に解した）。子玉、鬭勃をして戰いを請わしめて、

曰く、「請う、君の士と戯れん。君、軾に馮りて之を觀よ。得臣も與に目を寓（よ

せる、見物する意）せん。」晉侯、欒枝をして對えしめて曰く、「寡君、命を聞

けり、楚君の惠、未だ之を敢えて忘れず。是を以て此に在り（三舎の約束を守

って、退いて此に居ることを謂う）。大夫の為にも退けり。其れ敢えて君（楚子）

に當らんや。既に命を獲ず（杜注：止命を獲ず）。敢えて大夫を煩わして、二三

子に謂う（楊注：二三子は、子玉・子西等を指す）、『爾の車乘を戒めよ、爾の

君事を敬め、詰朝（楊注：明日の晨）将に見えんとす。』」晉の車七百乘（一乘

に兵７５人、合計５２,５００人）、韅靷鞅靽す（革紐で、背にかけるのを「韅」

（ケン）、胸にかけるのを「靷」（イン）、腹にかけるのを「鞅」（オウ）、後ろに

かけるのを「靽」（ハン）と謂う、馬に革紐をくくりつけて出陣の準備をしたと

いう意味）。晉侯、有莘（古の國名）の虚に登りて以て師を觀て、曰く、「小長

（軍士に長幼）に禮有り。其れ用う可きなり。」遂に其の木を伐り、以て其の兵

（武器）を益す。己巳、晉の師、莘の北に陳（「陣」に通用す）す。胥臣、下軍

の佐を以て陳・蔡に當る（楊注：陳・蔡は楚の右師に屬す）。子玉、若敖の六卒

を以いて中軍に将たり。曰く、「今日必ず晉を無くせん。」子西、左に将たり、

子上、右に将たり。胥臣、馬に蒙らすに虎皮を以てし、先づ陳・蔡を犯す。陳・

蔡、奔り、楚の右師潰ゆ。狐毛、二旆を設けて之を退く（「旆」は将の大旗、大

将の旗と副将の旗を立てて逃げるように見せかけた）。欒枝、輿をして柴を曳き

て偽り遁げしむ。楚の師、之に馳す。原軫・郤湊、中軍の公族を以いて横より

之を撃つ。狐毛・狐偃、上軍を以いて子西を夾攻す。楚の左師潰ゆ。楚の師敗

績す。子玉、其の卒を収めて止まる。故に敗れず。晉の師、三日館して穀し（三

日間、楚の陣地に次り、楚の兵糧を食べた）、癸酉に及びて還る。甲午、衡雍に

至り、王宮を踐土に作る。役に郷だつの三月、鄭伯、楚に如き其の師を致す。

楚の師既に敗るるが為にして懼る。子人九をして成ぎを晉に行わしむ。晉の欒

枝、入りて鄭伯に盟う。五月丙午、晉侯、鄭伯と衡雍に盟う。丁未、楚の俘を

王に獻ず。駟介百乘（四頭立ての兵車に繫ぐ武装した馬、四百頭）、徒兵千。鄭

伯、王を傳（たすける）く。平の禮を用うるなり（周の平王の時、晉の文侯が

戎の戦利品を献上したとき、鄭の武公が介添え役をしたので、それに習った）。

己酉、王、享して醴あり、晉侯に宥を命ず。王、尹氏と王子虎・内史叔興父と
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に命じて、晉侯に策命して侯伯と為さしむ。之に大輅の服・戎輅の服（「大輡」

（タイ・ロ）は天子の車、同姓の諸侯に賜う車、異姓の諸侯に賜う車を象路と

いう、戎輅は兵車、服は其の車に伴う服や旗などの飾り一式を謂う）・彤弓一（彤

は朱塗り）・彤矢百・旅弓十・旅矢千（原文は「旅弓矢千」に作るが、金沢文庫

本は「旅弓十旅矢千」に作る、金沢文庫本に從う、旅は黒塗り）・秬鬯一卣（「秬」

（キョ）は黒黍、「鬯」（チョウ）は香りのよい酒、「卣」（ユウ）は酒を入れる

器、黒黍で醸造した香りの良い酒一樽）・虎賁三百人を賜う。曰く、「王、叔父

に謂う、『敬みて王命に服して、以て四國を綏んじ、王慝（王にとって悪しき者）

を糾（ただす）し逖（杜注：「逖」は「遠」なり）けよ。』」晉侯、三たび辭して

命に從う。曰く、「重耳、敢えて再拝稽首して、天子の丕顕（大いに明らか）の

休命（ありがたい仰せ）を奉揚（（謹んで明らかにする）せん。」策を受けて以

て出づ。出入に三たび觀ゆ（楊注：出入は猶ほ前後を謂う。前後三回王に見え

た）。衛侯、楚の師の敗を聞き、懼れて、楚を出奔す。遂に陳に適き、元咺（ケ

ン）をして叔武（衛の文公の弟）を奉じて以て盟いを受けしむ。癸亥、王子虎、

諸侯に王庭に盟い、要言（約束）して曰く、「皆な王室を奨（たすける）け、相

害うこと無かれ。此の盟いを渝（かえる、楊注：「渝」は「變」。背く意）うる

こと有らば、明神、之を殛（ころす）し、克く國に祚（さいわい）すること無

く、而の玄孫に及ぶまで、老幼有ること無からしめん。」君子謂う、是の盟なる

や信なり、と。晉を謂う、是の役に於けるや、能く徳を以て攻む、と。 

 ・初め、楚の子玉、自ら瓊弁玉纓（「瓊」（ケイ）は美玉、「弁」は冠、美玉で

作った冠を馬のたてがみに被せ、其れを結ぶ紐を「玉纓」という）を為り、未

だ之を服せざりき。戰いに先だちて夢む、河神、己に謂いて曰く、「余に畀（あ

たえる）えよ。余、女に孟諸の麋（「孟諸」は、宋の藪澤、「麋」は水辺）を賜

わん。」致さず。大心と子西、榮黄をして諫めしむ。聽かず。榮季曰く、「死す

とも國に利あらば、猶ほ之を為すこと或り、況や瓊玉をや。是れ糞土なり（瓊

玉は腐った土みたいなものだ）。而るに以て師を濟す可くんば、将た何ぞ愛しま

んや。」聽かず。出でて、二子に告げて曰く、「神、令尹を敗せしむるに非ず。

令尹其れ民に勤めずして、實に自ら敗るるなり。」既に敗る。王（楚王）之に謂

わしめて曰く、「大夫若し入れば、其れ申・息の老を若何せん（杜注：申・息の

二邑の子弟皆子玉に從いて死す、何を以て其の父老を見るを言う）。」子西・孫

伯曰く、「得臣将に死せんとす。二臣之を止めて曰く、『君其れ将に以て戮を為

さんとす。』」連穀に及びて死す。晉侯、之を聞きて、而る後に喜びしこと知る

可きなり（大いに喜んだことがうかがえる）。曰く、「余を毒すること莫からん

のみ。蔿呂臣實に令尹と為らん。己を奉ずるのみ。民に在らず。」 

 ・或ひと元咺を衛侯に訴えて曰く、「叔武を立つ。」其の子角、公に從う。公、

之を殺さしむ。咺、命を廢せず。夷叔（叔武）を奉じて以て入りて守る。六月、
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晉人、衛侯を復す。甯武子、衛人と宛濮に盟う。曰く、「天、衛國に禍し、君臣

協わず、以て此の憂いに及べり（杜注：衛侯、楚に與せんと欲す、國人欲せず、

故に不和なり）。今、天、其の衷を誘き（民の真心を開く意）、皆をして心を降

して以て相從わしむ。居る者有らざれば、誰が社稷を守らん。行く者有らざれ

ば、誰が牧圉を扞らん（楊注：牛を養うを牧と曰い、馬を養うを圉と曰う。「扞」

は「守」の意、ここでは君主の牛馬の世話をすること）。不協の故に、用て昭ら

かに盟いを爾の大神に乞いて、以て天衷を誘かん。今日自り以往、既に盟うの

後、行く者は其の力を保つこと無く、居る者は其の罪を懼るること無かれ。此

の盟いを渝（かえる）うること有らば、以て相及ぼし、明神先君、是れ糾し是

れ殛さん。」國人、此の盟いを聞くや、而る後貳せず。衛侯、期に先だちて入る。

甯子、先だつ。長牂（ソウ）、門を守る。以て使いと為し（衛侯の使者と思いこ

んだ）、之と乘りて入る。公子セン（左に“耑”、右に“欠”の字）犬・華仲、

前駆す。叔孫、将に沐せんとす。君の至れるを聞きて喜び、髪を捉えて走り出

づ。前駆射て之を殺す。公、其の罪無きを知り、之を股に枕せしめて之を哭す。

セン犬走り出づ。公、之を殺さしむ。元咺、晉に出奔す（衛侯が叔武を殺させ

たと思い、晉侯に訴えるために出奔した）。 

 ・城濮の戰いに、晉の中軍、澤に風し、大旆（中軍の大将旗）と左旃（サ・

セン、左翼の軍旗）とを亡う（「之」は「與」に同じ、「大旆」は中軍の大将旗、

「左旃」（サ・セン）は左翼の軍旗）。祁瞞（キ・マン）命を奸（おかす）す。

司馬、之を殺して、以て諸侯に徇え、茅茷（ボウ・ハイ）をして之に代わらし

む。師還る。壬午、河を濟る。舟之僑先づ歸る。士會、右を攝す（公の戎右の

舟之僑は其の職務を棄てて先に帰ったので、士會を戎右にした）。秋七月丙申、

振旅（（楊注：兵を治めて歸るを振旅と曰う）し、愷（勝どきをあげる）して以

て晉に入る。俘を獻じて馘を授う（「馘」（カク）切り取った敵の耳、「授」は「數」

なり）。飲至し大賞す（酒宴を開き大いに功を賞す）。會を徴し（諸侯を徴召す

る）、貳を討ず。舟之僑を殺して以て國に徇う。民是に於いて大いに服す。君子

謂う、「文公は其れ能く刑せり、三罪（命にそむいた顛頡・祁瞞・舟之僑を殺し

たこと）して民服す。詩に云う、『此の中國を惠み、以て四方を綏んず。』賞刑

を失わざるを之れ謂うなり。」 

 ・冬、温に會するは、不服を討ずるなり。 

 ・衛侯、元咺と訟う。甯武子、輔と為り（鍼荘子の補佐役になった）、鍼（ケ

ン）荘子、坐と為り（「坐」は裁判での代理人を謂う、衛侯の代理人に為った）、

士栄、大士（弁護人）と為る。衛侯勝たず。士栄を殺し、鍼荘子を刖（あしき

る）り、甯兪を忠なりと謂いて之を免す。衛侯を執らえて、之を京師に歸して、

諸を深室（囚人の室）に寘く。甯子、橐饘（タク・セン、「橐」は器、「饘」は

粥、食器に入れた粥）を納るるを職る。元咺、衛に歸り、公子瑕を立つ。 
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 ・是の會や（温の會）、晉侯、王を召し、諸侯を以いて見え、且つ王をして狩

せしむ。仲尼曰く、「臣を以て君を召（よぶ）ぶは、以て訓とす可からず。故に

書して、天王、河陽に狩すと曰うは、其の地に非ざる（狩をするのに、ふさわ

しい場所でない）を言うなり。且つ徳を明らかにするなり（文公の非禮を隠し

て、勤王の徳を明らかにしようとした）。」 

 ・壬申、公、王所に朝す 

 ・丁丑、諸侯、許を圍む。 

 ・晉侯疾有り。曹伯の豎（小臣、小者）侯ドウ（“儒”の字の“にんべん”を

“けものへん”に変えた字）、筮史に貨いて（楊注：「貨」は賄賂なり、筮史は

晉の卜筮を掌る官）曰わしむ、「曹を以て解と為す。齊の桓公は會を為して異姓

を封ず。今君は會を為して同姓を滅ぼす。曹の叔振鐸は文の昭なり、先君唐叔

は武の穆なり（昭穆制については、五年の傳の注を参照、叔振鐸は文王の子、

唐叔は武王の子）。且つ諸侯を合して兄弟を滅ぼすは、禮に非ざるなり。衛と偕

に命じて、與に偕に復せざるは、信に非ざるなり。罪を同じくして罰を異にす

るは、刑に非ざるなり。禮は以て義を行い、信は以て禮を守り、刑は以て邪を

正す。此の三者を舎てば、君将た之を若何せん。」公説び、曹伯を復す。遂に諸

侯に許に會す。 

 ・晉侯、三行（三個の歩兵部隊）を作りて以て狄を禦ぐ。荀林父、中行に将

たり、屠撃、右行に将たり、先蔑、左行に将たり。 

 

 『經』 

 ・二十有九年（前６３１年）、春、介（杜注：「介」は東夷の國なり）の葛盧

来たる。 

 ・公、許を圍む自り至る。 

 ・夏、六月、王人・晉人・宋人・齊人・陳人・蔡人・秦人に會し翟泉に盟う。 

 ・秋、大いに雹雨る。 

 ・冬、介の葛盧來たる。 

 

 『傳』 

 ・二十九年、春、介の葛盧來朝し、昌衍の上に舎す。公、會に在り、之に芻

米（スウ・マイ、「芻」はまぐさ）を饋（おくる）るは、禮なり。 

 ・夏、公、王子虎・晉の狐偃・宋の公孫固・齊の國歸父・陳の轅涛塗・秦の

小子憖（ギン）に會して翟泉に盟うは、踐土の盟を尋め、且つ鄭を伐たんこと

を謀るなり。卿書せざるは、之を罪するなり。禮に在りては、卿は公侯に會せ

ず。伯子男に會するは可なり。 

 ・秋、大いに雹雨るとは、災いを為せばなり。 
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 ・冬、介の葛盧來たるは、未だ公に見えざるを以ての故に、復た來朝す。之

を禮するに、燕好を加う（饗宴を開き引き出物を与える）。介の葛盧、牛の鳴く

を聞き、曰く、「是れ三犠（いけにえになった三頭の子牛）を生み、皆之を用い

たり。其の音に云う。」之を問えば信なり。 

 

 『經』 

 ・三十年（前６３０年）、春、王の正月。 

 ・夏、狄、齊を侵す。 

 ・秋、衛、其の大夫元咺と公子瑕とを殺す。衛侯鄭、衛に歸る。 

 ・晉人・秦人、鄭を圍む。 

 ・介、蕭（（楊注：蕭は宋の邑）を侵す。 

 ・冬、天王、宰周公をして來聘せしむ。 

 ・公子遂、京師に如き、遂に晉に如く。 

 

 『傳』 

 ・三十年、春、晉人、鄭を侵し、以て其の攻む可きと否とを觀る。狄、晉の

鄭の虞（楊注；「虞」は「憂」なり）い有るを間（うかがう）う。夏、狄、齊を

侵す。 

 ・晉侯、醫衍をして衛侯に酖せしめんとす。甯兪、醫を貨（賂）いて、其の

酖を薄くせしむ。死せず。公（魯の僖公）、之が為に請い、玉を王と晉侯とに納

る。皆十カク（“穀”の字の“禾”を“王”に替えた字、一対の玉を指す）なり。

王、之を許す。秋、乃ち衛侯を釋す。衛侯、周セン（左に“耑”、右に“欠”の

字）・冶廑（ヤ・キン）に賂わしめて、曰く、「苟も能く我を納れば、吾、爾を

して卿為らしめん。」周・冶、元咺と子適（公子瑕）・子儀とを殺す。公入り、

先君を祀る。周・冶、既に服し、将に命ぜられんとす。周セン、先づ入る。門

に及び、疾に遇いて死す。冶廑、卿を辭す。 

 ・九月甲午、晉侯・秦伯、鄭を圍むは、其の晉に禮無く、且つ楚に貮するを

以てなり。晉、函陵に軍し、秦、氾南に軍す。佚之狐、鄭伯に言いて曰く、「國

危うし。若し燭之武をして秦君に見えしめば、師必ず退かん。」公之に從う。辭

して曰く、「臣の壮なるや、猶ほ人に如かず。今老いたり。能く為すこと無きの

み。」公曰く、「吾、早くに子を用うること能わず。今急にして子を求むるは、

是れ寡人の過ちなり。然れども鄭亡ぶれば、子も亦た不利有らん。」之を許す。

夜、縋（ツイ、縄を垂らして城壁から降りた）して出づ。秦伯に見えて曰く、「秦・

晉、鄭を圍む。鄭既に亡ぶるを知れり。若し鄭を亡ぼして君に益有らば、敢え

て以て執事を煩わさん。國を越えて以て遠きを鄙にするは（晉を越えて遠い鄭

を其の辺境にするのは）、君、其の難きを知らん。焉んぞ鄭を亡ぼして以て鄰に
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陪（ます）すを用いん。鄰の厚きは、君の薄きなり。若し鄭を舎きて以て東道

の主と為し（東方へ進出する際の案内役にする）、行李（楊注：行李は、古代専

用に外交を司るの官、行人の官なり）の往来に其の乏困に共せしめば、君も亦

た害する所無からん。且つ君嘗て晉君に賜を為す。君に焦・瑕を許し、朝に濟

りて夕に版を設けしは（黄河を渉って晉に帰ること、「版」は土壁を作るときの

版築のことで、築城を意味している）、君の知る所なり。夫れ晉は、何の厭くこ

とか之れ有らん。既に東、鄭を封ぜば（鄭を封土とすること）、又其の西封を肆

（のばす）べんと欲す。秦を闕かずんば（闕は領土を削り取る意）、将た焉にか

之を取らん。秦を闕きて晉を利するは、惟だ君之を圖れ。」秦伯説ぶ。鄭人と盟

い、杞子・逢孫・楊孫をして之を戍らしめ、乃ち還る。子犯、之を撃たんこと

を請う。公曰く、「不可なり。夫の人の力微かりせば、此に及ばざらん。人の力

に因りて之を敝（「敗」の義）るは、不仁なり。其の與する所を失うは、不知な

り。亂を以て整に易うるは、不武（武の道に外れている）なり。吾其れ還らん。」

亦た之を去る。初め、鄭の公子蘭、晉に出奔し、晉侯の鄭を伐つに從い、鄭を

圍むに與ること無からんと請う。之を許し、命を東に待たしむ。鄭の石甲父・

侯宣多、逆えて以て大子と為し、以て成ぎを晉に求む。晉人、之を許す。 

 ・冬、王、周公閲をして來聘せしむ。饗して昌サン（左に“蜀”、右に“欠”

の字、昌サンは、菖蒲の根のひたしもの）・白黒（「白」は煎り米、「黒」は煎り

黍）・形盬（虎の形にした焼き塩）有り。辭して曰く、「國君、文昭らかにする

に足り、武畏る可くんば、則ち備物の饗有り、以て其の徳を象る。五味を薦め、

嘉穀を羞め、盬虎形ありて、以て其の功を獻ず。吾何を以てか之に堪えん。」 

 ・東門襄仲、将に周に聘せんとす。遂に初めて晉に聘す。 

 

 『經』 

 ・三十有一年（前６２９年）、春、濟西の田を取る（曹の領土であった濟西の

地を晉から分け与えられた）。 

 ・公子遂、晉に如く。 

 ・夏四月、四たび郊を卜す（「郊」は郊祭、豊穣を願う祭り、月の最初の辛の

日に行う、その日の吉凶を卜い、凶ならば二番目の辛の日、それも凶ならば三

番目の辛の日を卜し、三度を越えないのが決まり）。従わず（不吉であったこと）。

乃ち牲を免（はなつ）つ。猶ほ三望す（「望」は三川を祭る望祭、「三」につい

ては諸説有り、杜注は、分野の星、國中の山川とする）。 

 ・秋、七月。 

 ・冬、杞の伯姫、來たりて婦を求む。 

 ・狄、衛を圍む。十有二月、衛、帝丘に遷る。 
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 『傳』 

 ・三十一年、春、濟西の田を取るは、曹の地を分かつなり。臧文仲をして往

かしむ（地を受け取りに行かせた）。重館に宿す。重館の人告げて曰く、「晉、

新たに諸侯を得たり（諸侯の意を得て覇者となったこと）。必ず其の共（「共」

は「恭」の意）を親しまん。速やかに行かずんば、将に及ぶこと無からんとす。」

之に從う。曹の地を分かつ。洮自り以南、東のかた濟に傅（いたる）り、曹の

地を盡くせり。 

 ・襄仲、晉に如くは、曹の田に拝するなり。 

 ・夏、四月、四たび郊を卜す。從わず。乃ち牲を免つ。禮に非ざるなり。猶

ほ三望す。亦た禮に非ざるなり。禮は常祀を卜せずして、其の牲と日とを卜す。

牛、日を卜すれば牲と曰う。牲成りて郊を卜するは、上の怠慢なり。望は、郊

の細なり。郊せざれば、亦た望すること無くして可なり。 

 ・秋、晉、清原に蒐し、五軍を作りて以て狄を禦ぐ。趙衰、卿と為る。 

 ・冬、狄、衛を圍み、衛、帝丘に遷る。卜するに曰く、「三百年ならん。」衛

の成公夢む。康叔（衛の始祖）曰く、「相、予が享を奪う（杜注：「相」は夏后

啓の孫、帝丘に居る、「享」は「祭」なり）。」公、命じて相を祀らしむ。甯武子、

可かずして、曰く、「鬼神は其の族類に非ずんば、其の祀りを歆（うける）けず。

杞・ショウ（“おおざとへん”に“曾”の字）何をか事とせん（杞・ショウ共に

夏の子孫、衛が夏を祀れば、彼らは何を祀るのか）。相の此に享られざること久

し。衛の罪に非ざるなり。以て成王・周公の命祀を間（楊注：「間」は「犯」な

り）す可からず。請う、祀命を改めん（（杜注：相を祀るの命を改む）。」 

 ・鄭の洩駕、公子瑕を惡む。鄭伯も亦た之を惡む。故に公子瑕、楚に出奔す。 

 

 『經』 

 ・三十有二年（前６２８年）、春、王の正月。 

 ・夏、四月己丑、鄭伯捷卒す。 

 ・衛人、狄を侵す。秋、衛人、狄と盟う。 

 ・冬、十有二月己卯、晉侯重耳卒す。 

 

 『傳』 

 ・三十二年、春、楚の鬭章、平らぎを晉に請う。晉の陽處父、之に報ゆ。晉・

楚、始めて通ず。 

 ・夏、狄に亂有り。衛人、狄を侵す。狄、平らぎを請う。秋、衛人、狄と盟

う。 

 ・冬、晉の文公卒す。庚辰、将に曲沃に殯せんとす。絳を出づるとき、柩に

聲有り、牛の如し。卜偃、大夫をして拝せしめて、曰く、「君、大事を命ず。将
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に西師の我を過軼すること有らんとす（「西師」は秦の軍、「過軼」（カ・イツ）

は通り過ぎる意）。之を撃たば、必ず大いに捷たん。」杞子、鄭自り秦に告げし

めて曰く、「鄭人、我をして其の北門の管（門の鍵）を掌らしむ（三十年の傳に、

「鄭人と盟い、杞子・逢孫・楊孫をして之を戍らしむ」とある）。若し師を潜め

て以て來たらば、國は得可きなり。」穆公、諸を蹇叔（ケン・シュク）に訪う。

蹇叔曰く、「師を勞して以て遠きを襲うは、聞く所に非ざるなり。師勞し力竭き、

遠主、之に備えば、乃ち不可なること無からんか。師の為す所、鄭必ず之を知

らん。勤めて所無くんば、必ず悖心有らん。且つ行くこと千里、其れ誰か知ら

ざらん。」公辭す（杜注：辭するは、其の言を受けず）。孟明・西乞。白乙を召

し、師を東門の外に出ださしむ。蹇叔、之を哭して曰く、「孟子、吾、師の出づ

るを見るも其の入るを見ざらん。」公、之に謂わしめて曰く、「爾何をか知らん。

中壽ならば、爾の墓の木は拱ならん（「中壽」は、人の壽を上中下に分けた言い

方、上壽・中壽・下壽がそれそれ何歳を指すかは諸説有り、一応中壽を七十歳

に解しておく。七十歳で死んでいたら、墓に植えた木が両手で圍むほどの太さ

になるぐらい年数が経っていると言う意味で、それほどの年寄りなのだからで

しゃばるなということ）。」蹇叔の子、師に與る。哭して之を送り、曰く、「晉人

の師を禦ぐは必ず殽（コウ）に於いてせん。」殽に二陵（「陵」は「岡」）有り。

其の南陵は、夏后皐（夏の桀王の祖父）の墓なり。其の北陵は、文王の風雨を

辟けし所なり。必ず是の間に死せん。余、爾の骨を収めん。」秦の師遂に東す。 

 

 『經』 

 ・三十有三年（前６２７年）、春、王の二月、秦人滑に入る。 

 ・齊侯、國歸父をして來聘せしむ。 

 ・夏、四月辛巳、晉人、姜戎と秦を殽に敗る。 

 ・癸巳、晉の文公を葬る。 

 ・狄、齊を侵す。 

 ・公、邾を伐ち、訾婁を取る。 

 ・秋、公子遂、師を帥いて邾を伐つ。 

 ・晉人、狄を箕に敗る。 

 ・冬、十月、公、齊に如く。 

 ・十有二月、公、齊自り至る。 

 ・乙巳、公、小寝（中央の正殿を路寝といい、東西の左右にある別室を小寝

という）に薨ず。 

 ・隕霜、草を殺（からす）さず。李梅實る 

 ・晉人・陳人・鄭人、許を伐つ。 
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 『傳』 

 ・三十三年、春、秦の師、周の北門を過ぐ。左右、冑を免ぎて下り、超乘（す

ぐに飛び乗ること）する者三百乘。王孫満尚ほ幼し。之を觀て、王に言いて曰

く、「秦の師は輕くして禮無し。必ず敗れん。輕ければ則ち謀寡し。禮無ければ

則ち脱（粗略の意）す。険に入りて脱し、又謀ること能わずんば、能く敗るる

こと無からんか。」滑に及ぶ。鄭の商人弦高将に周に市（あきない）せんとし、

之に遇う。乘韋を以て先だて（乘車は四頭立てであることから、「乘」は四を意

味す、「韋」はなめし皮、四枚のなめし皮を先に送った）、牛十二もて師を犒（ね

ぎらう）いて、曰く、「寡君、吾子の将に師を歩ませて敝邑に出でんとするを聞

き、敢えて從者を犒わしむ。不腆なる敝邑（「不腆」（フ・テン）も「敝邑」も

共に謙遜の語、貧しく疲弊した我が邑）、從者の淹（楊注：「淹」は「久」なり）

しきが為に、居らば則ち一日の積を具え、行かば則ち一夕の衛を備えん。」且つ

遽（杜注：遽は傳車）をして鄭に告げしむ。鄭の穆公、客館（楊注：客館は、

杞子・逢孫・楊孫の三人の居る所）を視しむれば、則ち束載し（車に載せる荷

造り）、兵を厲（「礪」に通ず）き、馬に秣（まぐさかう）えり。皇武子をして

辭せしめて、曰く、「吾子、敝邑に淹久し、唯是れ脯資餼牽竭きたり（「脯」は、

ほし肉、「資」は、米や穀類の糧、「餼」（キ）は、生肉、「牽」は、家畜でまだ

殺していないもの）。吾子の将に行かんとするを為せり。鄭の原圃有るは、猶ほ

秦の具囿有るがごときなり。吾子、其の麋鹿を取りて、以て敝邑に間（「間」は、

しばらくそこに居ること）あらば若何。」杞子、齊に奔り、逢孫・楊孫、宋に奔

る。孟明曰く、「鄭に備え有り。冀う可からざるなり。之を攻むるも克たず、之

を圍むも繼がざらん。吾、其れ還らん。」滑を滅ぼして還る。 

 ・齊の國荘子、来聘す。郊勞自り贈賄に至るまで（楊注：郊勞は、聘禮の始

を為し、贈賄は、聘禮の終わりを為す）、禮成りて之に加うるに敏を以てす。臧

文仲、公に言いて曰く、「國子、政を為し、齊猶ほ禮有り。君其れ朝せよ。臣之

を聞く、禮有るに服するは、社稷の衛りなり、と。」 

 ・晉の原軫曰く、「秦、蹇叔に違いて、貪を以て民を勤めしむるは、天、我に

奉（杜注：「奉」は「與」なり）うるなり。奉は失う可からず。敵は縦（ゆるす）

す可からず。敵を縦せば、患い生じ。天に違うは、不祥なり。必ず秦の師を伐

たん。」欒枝曰く、「未だ秦の施しに報いずして、其の師を伐つは、其れ死君為

るか（楊注：「為」は「有」なり、欒枝、蓋し文公、秦の惠を受けて、之に報い

を為さず、反って秦の師を伐つは、是れ心目の中に先君無きを謂うなり）。」先

軫曰く、「秦、吾が喪を哀しまずして、吾が同姓を伐つ。秦は則ち禮無し。何の

施しか之れ為（上文に同じく「有」の義）らん。吾之を聞く、『一日敵を縦さば、

數世の患いなり。』謀、子孫に及ぶを、君を死すとすと謂わる可けんや。」遂に

命を発し、遽をもて姜戎を興す。子、墨衰絰（サイ・テツ、黒い喪服）す。梁
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弘、戎に御となり、萊駒、右と為る。夏、四月辛巳、秦の師を殽に敗り、百里

孟明視・西乞術・白乞丙を獲えて以て歸る。遂に墨して以て文公を葬る。晉、

是に於いて始めて墨す（喪服は本来白であったが、黒い喪服のままで文公を葬

った、これ以後晉での喪服は黒になった）文嬴（文公の夫人、秦の穆公の女）、

三師（孟明視・西乞術・白乞丙）を請いて、曰く、「彼は實に吾が二君を構えり

（楊注：「構」は、讒言を進めて以て離間を挑発するを謂う）。寡君、若し得ば、

之を食らうとも厭かざらん。君何ぞ討ずるを辱（かたじけなく）くせん。歸し

て戮に秦に就かしめて、以て寡君の志を逞（楊注：「逞」は「快」ない）くせば

若何。」公、之を許す。先軫朝して、秦の囚を問う。公曰く、「夫人、之を請い、

吾、之を舎せり。」先軫、怒りて曰く、「武夫、力めて諸を原に拘え、婦人暫く

して諸を國に免す。軍實を堕（うしなう）いて寇讎を長ず。亡びんこと日無か

らん。」顧みずして唾す。公、陽處父をして之を追わしむ。諸に河に及べば、則

ち舟中に在り。左驂（左の添え馬）を釋き、公命を以て孟明に贈る。孟明、稽

首して曰く、「君の惠、纍臣（捕虜の臣）を以て鼓に釁（ちぬる）らずして（処

刑しなかった）、歸りて戮に秦に就かしむ。寡君の以て戮を為さば、死すとも且

つ朽ちざらん。若し君の惠に從りて之を免れば、三年にして将に君の賜を拝せ

んとす。」秦伯、素服して郊次し、師に郷いて哭して、曰く、「孤、蹇叔に違い

て、以て二三子を辱むるは、孤の罪なり。」孟明を替えずして曰く（各本「曰」

の字無し、金沢文庫本、「曰」の字有り。之に依り補う）、「孤の過ちなり。大夫

何の罪かある。且つ吾、一眚（セイ、過ち）を以て大徳を掩わず。」 

 ・狄、齊を侵すは、晉の喪に因るなり。 

 ・公、邾を伐ち、訾婁を取り、以て升陘の役（二十二年に在り）に報ゆ。邾

人、備えを設けず。秋、襄仲、復た邾を伐つ。 

 ・狄、晉を伐ち、箕に及ぶ。八月戊子、晉侯、狄を箕に敗る。郤缺（ゲキ・

ケツ）、白狄子を獲たり。先軫曰く、「匹夫、志を君に逞（たくましく）くして

（顧みずして唾すの事を指す）、而も討ぜらるること無し。敢えて自ら討たざら

んや。」冑を免ぎて、狄の師に入りて死す。狄人、其の元（首）を歸す。面、生

くるが如し。初め、臼季、使いして冀を過ぎ、冀缺の耨（くさぎる、除草の意）

り、其の妻、之に饁（おくる、田で働く人に食事を持っていくこと）るを見る。

敬して、相待つこと賓の如し。之と與に歸り、諸を文公に言いて曰く、「敬は、

徳の聚なり。能く敬すれば必ず徳有り。徳は以て民を治む。君請う、之を用い

よ。臣之を聞く、門を出でては賓の如くし、事を承くること祭りの如くするは、

仁の則なり、と。」公曰く、「其の父罪有り（父冀芮は惠公の黨、文公を殺さん

と欲す、二十四年に在り）。可ならんか。」對えて曰く、「舜の罪するや、鯀（コ

ン、禹の父）を殛し、其の舉ぐるや、禹を興す。管敬仲は桓の賊なり。實に相

けて以て濟す（桓公を相けて覇業を成した）。康誥（『尚書』の篇）に曰く、『父
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慈ならず、子祗（つつしむ）まず、兄友ならず、弟共ならざるも、相及ばざる

なり（罪は其の本人だけであるということ）。』詩に曰く、『葑（ホウ、かぶら）

を采り菲（ヒ、だいこん）を采り、下體を以てすること無かれ。』君、節を取り

て可なり。」文公以て下軍の大夫と為す。冀自り反り、襄公、三命（楊注：春秋

の卿、「一命」・「再命」・「三命」の別有り、命數の多きを以て貴しと為す）を以

て先且居（先軫の子）に命じて中軍に将たらしめ、再命を以て命じて、先茅の

縣をもて胥臣を賞して曰く、「郤缺（冀缺）を舉ぐるは、子の功なり。」一命を

以て郤缺に命じて卿と為し、復た之に冀を與う。亦た未だ軍行（軍の隊伍、自

分が動かせる軍）有らず。 

 ・冬、公、齊に如くは、朝し、且つ狄の師有るを弔するなり。反りて、小寝

に薨ずるは、安きに即くなり（路寝に終わらず、小寝で亡くなったことを謗っ

ている）。 

 ・晉・陳・鄭、許を伐つは、其の楚に貮するを討ずるなり。 

 ・楚の令尹子上、陳・蔡を侵す。陳・蔡、成ぎ、遂に鄭を伐ち、将に公子瑕

を納れんとす。桔秩（ケツ・テツ）の門に門（せめる、門まで攻めたこと）む。

瑕、周氏の汪（オウ、池）に覆（くつがえる）る。外僕の髠屯（コン・トン）、

之を禽えて以て獻ず（杜注：瑕を禽えて之を殺して以て其の尸を鄭伯に獻ず）。

文夫人（鄭の文公の夫人、瑕の母）、斂めて之を鄶城の下に葬る。 

 ・晉の陽處父、蔡を侵す。楚の子上、之を救い、晉の師と泜（チ、川の名）

を夾みて軍す。陽子、之を患い、子上に謂わしめて曰く、「吾之を聞く、文は順

を犯さず。武は敵を違（楊注：「違」は「避」なり）けず、と。子、若し戰わん

と欲せば、則ち吾退舎せん。子、濟りて陳せよ。遅速は唯命のままなり。然ら

ずんば、我を紓（ゆるい）くせよ（楊注：我を紓くせよとは、楚軍、退舎して、

我をして濟りて陳するを得しむるなり）。師を老し財を費やすとも、亦た益無か

らん。」乃ち駕して待つ。子上、渉らんと欲す。大孫伯曰く、「不可なり。晉人

は信無し。半ば渉りて我に薄（楊注：「薄」は「迫」なり）らば、敗を悔ゆとも

何ぞ及ばん。之を紓くするに如かず。」乃ち退舎す。陽子宣言して曰く、「楚の

師遁らたり。」遂に歸る。楚の師も亦た歸る。大子商臣、子上を譖りて曰く、「晉

の賂を受けて之を辟くるは、楚の耻なり。罪焉より大なるは莫し。」王、子上を

殺す。 

 ・僖公を葬るは、緩なり（僖公が亡くなったのは十二月、葬ったのは、文公

元年の四月であり、元年の三月に閏月を置いている。諸侯の葬は五月を過ぎな

いのが決まりであり、超えていることから緩なりと謂う）。主を作るは、禮に非

ざるなり（「主」は位牌のようなもの、文公の二年に主を作ったのは遅すぎて、

非礼であることを言っている）。凡そ君薨ずれば、卒哭して祔し（卒哭は、葬式

が終わり、殯宮に安置して使者を安んずる虞祭が終わってから行う儀式、之を
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以て哭を終えると謂う意味、「祔」は卒哭の翌日の祭り）、祔りて主を作り、特

に主を祀る。廟に蒸嘗禘す（三年の喪が終わってから、廟の前で行う四時の常

祭で、「蒸」は冬祭、「嘗」は秋祭、「禘」は春祭、又は夏祭）。 


