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高祖は、沛の豐邑中陽裏の人なり。姓は劉氏、字は季。父を太公と曰い、

母を劉媼と曰う。其の先、劉媼嘗て大澤の陂（ヒ、つつみ）に息い、夢に

神と遇う。是の時、雷電して晦冥なり。太公往きて視れば、則ち蛟龍を其

の上に見る。已にして身める有り，遂に高祖を産む。高祖の人と為り、隆

準（セツ、鼻）にして龍顏、美須髯（シュ・ゼン、あごひげ）あり、左の

股に七十二の黑子有り。仁にして人を愛し、施しを喜み、意、豁如（カツ・

ジョ、心が広い）たり。常に大度有り。家人の生產作業を事とせず。壯な

るに及びて、試みられて吏と為り、泗水の亭長と為る。廷中の吏、狎侮（コ

ウ・ブ、軽んじあなどる）せざる所無し。酒及び色を好む。常に王媼・武

負に從いて酒を貰（セイ、『説文』に云う、貸すなり。かけで買うこと）

す。醉臥するとき、武負・王媼、其の上に常に龍有るを見、之を怪しむ。

高祖酤（かう）うて留りて飲む毎に、酒讎るること數倍す（集解：如淳曰

く、讎も亦た售（うる）なり）。怪を見るに及び、歲の竟りに、此の兩家

常に券を折り責を棄つ。高祖常（嘗ての義に読む）て咸陽に繇（夫役）す。

縱觀して、秦の皇帝を觀、喟然として太息して曰く、「嗟乎、大丈夫當に

此の如くなるべきなり。」單父（県名）の人呂公、沛の令に善し。仇を避

け、之に從いて客たり。因りて沛に家す。沛中の豪桀（身分の高い人を言

う）の吏、令に重客有るを聞き、皆往きて賀す。蕭何、主吏と為り、進（進

物）を主どる。諸大夫に令して曰く、「進の千錢に満たざるは、之を堂下

に坐せしめん。」高祖、亭の長為り。素より諸吏を易る。乃ち紿きて謁を

為りて曰く（集解：應劭曰く、「紿」は「欺」なり。謁は名刺のようなも

の）、「賀錢萬。」實は一錢を持たず。謁入る。呂公大いに驚き、起ちて之

を門に迎う。呂公は、好みて人を相す。高祖の狀貌を見、因りて重く之を

敬し、引き入れて坐せしむ。蕭何曰く、「劉季は固より大言多く、成事少

なし。」高祖因りて諸客を狎侮し、遂に上坐に坐し、詘する所無し。酒闌

（たけなわ）にして、呂公因りて目くばせして固く高祖を留む。高祖、酒

を竟えて後る。呂公曰く、「臣少きより好みて人を相し、人を相せしこと

多けれども、季の相に如くは無し。願わくは季、自愛せよ。臣に息女有り。

願わくは季が箕帚の妾と為さん。」酒罷む。呂媼、呂公に怒りて曰く、「公

始め常に此の女を奇とし、貴人に與えんと欲せり。沛の令、公に善し。之

を求むれども與えざりき。何ぞ自ら妄に劉季に許與せし。」呂公曰く、「此

れ兒女子の知る所に非ざるなり。」卒に劉季に與う。呂公の女は乃ち呂后

なり。孝惠帝・魯元公主を生む。高祖、亭長為りし時、常て告歸して田に

之く（集解：孟康曰く、古は官の休暇を告と曰う）。呂后、兩子と與に田

中に居りて耨る。一老父有り、過りて飲を請う。呂后因りて之に餔す。老

父、呂后を相して曰く、「夫人は天下の貴人なり。」兩子を相せしむ。孝惠
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を見て、曰く、「夫人の貴き所以の者は、乃ち此の男あればなり。」魯元を

相するに、亦た皆貴しという。老父已に去り、高祖適々旁舍從り來たる。

呂后具に言う、客過ぎる有り，我が子母を相し、皆大いに貴し、と。高祖

問う、曰く、「未だ遠からじ。」乃ち追い及びて、老父に問う。老父曰く、

「鄉者の夫人嬰兒は皆君を似（「以」の義に読む）てなり。君の相貴きこ

と言う可からず。」高祖乃ち謝して曰く、「誠に父の言の如くならば、敢て

德を忘れじ。」高祖貴きに及びて、遂に老父の處を知らず。高祖、亭長為

りしとき、乃ち竹皮を以て冠を為り、求盜（集解：應劭曰く、舊時、亭に

兩卒有り、其の一を亭父と為し、開閉掃除を掌り、一を求盗と為し、盗賊

を逐捕す）をして薛に之き之を治めしめ、時時之を冠し、貴きに及びて常

に冠す。所謂劉氏冠は乃ち是れなり。高祖、亭長を以て縣の為に徒を酈山

に送る。徒多く道に亡ぐ。自ら度るに、至る比ほい、皆之を亡わんと。豐

西の澤中に到り、止まりて飲す。夜乃ち送る所の徒を解き縱ちて、曰く、

「公等皆去れ。吾も亦た此れ從り逝らん。」徒中の壯士、從わんと願う者

十餘人。高祖酒を被り、夜、澤中を徑し、一人をして前を行かしむ。前を

行く者還り報じて曰く、「前に大蛇有り、徑に當る。願わくは還れ。」高祖

醉いて曰く、「壯士行く、何ぞ畏れん。」乃前み、劍を抜き撃ちて蛇を斬る。

蛇遂に分れて兩と為る。徑開く。行くこと數里、醉いて因って臥す。後る

る人來たり、蛇の所に至る。一老嫗有り、夜哭す。人問う、何ぞ哭する、

と。嫗曰く、「人、吾が子を殺しぬ。故に之を哭す。」人曰く、「嫗の子何

為れぞ殺されたる。」嫗曰く、「吾が子は、白帝の子なり。化して蛇と為り、

道に當れり。今赤帝の子に之を斬られぬ。故に哭す。」人乃ち嫗を以て誠

ならずと為し、之を笞たんと欲す（底本は、「欲告之」に作るが、集解に、

一本或いは「笞」に作ると、これにより「告」を「笞」に改めた）。嫗因

りて忽ち見えず。後るる人至る。高祖覺む。後るる人、高祖に告ぐ。高祖

乃ち心に獨り喜び、自ら負む（集解：應劭曰く、「負」は「恃」なり）。諸々

の從う者日に益々之を畏る。秦の始皇帝常に曰く、「東南に天子の氣有り。」

是に於て因りて東游して以て之を厭（索隠：音はヨウ、廣雅に云う、「厭」

は「鎮」なり）せんとす。高祖即ち自ら疑い、亡匿し、芒・碭（トウ）の

山澤巖石の閒に隱る。呂后、人と俱に求め、常に之を得たり。高祖怪しみ

て之を問う。呂后曰く、「季の居る所の上に常に雲氣有り。故に從い往き

て常に季を得たり。」高祖、心に喜ぶ。沛中の子弟、或いは之を聞き、附

かんと欲する者多し。 

秦の二世元年秋、陳勝等、蘄に起こり、陳に至りて王たり。號して張楚と

為す。諸々の郡縣皆多く其の長吏を殺して以て陳渉に應ず。沛令恐れて、

沛を以て渉に應ぜんと欲す。掾・主吏の蕭何・曹參乃ち曰く（索隠：按ず
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るに、漢書の蕭・曹傳に、參は獄掾為り、蕭は主吏為り）、「君、秦の吏為

りて、今之に背き、沛の子弟を率いんと欲す。恐らくは聽かざらん。願わ

くは君、諸々の亡げて外に在る者を召せ。數百人を得可し。因りて衆を劫

さば、衆敢て聽かずんばあらじ。」乃ち樊噲をして劉季を召さしむ。劉季

の衆已に數十百人。是に於て樊噲、劉季に從いて來たる。沛の令後悔い、

其の變有らんことを恐れ、乃ち城を閉じて城守し、蕭・曹を誅せんと欲す。

蕭・曹恐れ、城を踰て劉季に保す。劉季乃ち帛に書し、城上に射、沛の父

老に謂いて曰く、「天下、秦に苦しむこと久し。今父老、沛の令の為に守

ると雖も、諸侯並び起り，今沛を屠らん。沛、今共に令を誅し、子弟の立

つ可き者を擇びて之を立て、以て諸侯に應ぜば、則ち家室完からん。然ら

ずんば、父子俱に屠られ、為す無からん。」父老乃ち子弟を率いて共に沛

の令を殺し、城門を開きて劉季を迎え、以て沛の令と為さんと欲す。劉季

曰く、「天下方に擾れ、諸侯並び起こり、今將を置くこと善からずんば、

壹敗、地に塗れん（一朝にして敗れ去り惨殺される）。吾敢て自ら愛する

に非ず、能薄くして、父兄子弟を完うすること能わざらんことを恐る。此

れ大事なり。願わくは更に相推して可なる者を擇べ。」蕭・曹等皆文吏に

して自ら愛し、事就らずんば、後秦其の家を種族（一族皆殺し）せんこと

を恐れ、盡く劉季に讓る。諸々の父老皆曰く、「平生聞く所、劉季は諸々

に珍怪ありと。當に貴かるべし。且つ之を卜筮するに、劉季の最も吉なる

に如くは莫し。」是に於て劉季數々讓る。衆敢て為るもの莫し。乃ち季を

立てて沛公と為す。黃帝を祠り、蚩尤（武器の創始者と言われている人物）

を沛の庭に祭り、而して鼓に釁（キン、ちぬる）す。旗幟皆赤し。殺しし

所の蛇は白帝の子にして、殺す者は赤帝の子なりというに由り、故に赤を

上う。是に於て少年の豪吏、蕭・曹・樊噲等の如き、皆為に沛の子弟二三

千人を収む。胡陵・方與を攻め、還りて豐を守る。 

秦二世二年，陳渉の將周章の軍、西のかた戲に至りて還る。燕・趙・齊・

魏皆自立して王と為る。項氏、呉に起る。秦の泗川の監平（索隠：如淳云

う、秦、天下を并せ、三十六郡を為り、守・尉・監を置く。「平」は人名）、

兵を將いて豐を圍むこと二日。出でて與に戰い、之を破る。雍齒に命じて

豐を守らしめ、兵を引きて薛に之く。泗州の守壯、薛に敗れ、走りて戚に

至る，沛公の左司馬、泗川の守壯を得て、之を殺す。沛公還りて亢父に軍

し、方與に至る。周市來たりて方與を攻む（この句、下文の「略地」の下

に来るべきもの、錯簡である）。未だ戰わず。陳、魏人周市をして地を略

せしむ。（ここに上の句が入る）周市來たりて方與を攻む。周市人をして

雍齒に謂わしめて曰く、「豐は故と梁の徙なり（集解：文穎曰く、梁の惠

王の孫假、秦の滅ぼす所と為り、轉じて東のかた豐に徙る、故に曰く、豐
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は梁の徙、と）。今魏の地已に定まる者數十城。齒今魏に下れば、魏、齒

を以て侯と為し豐を守らしめん。下らずんば、且に豐を屠らんとす。」雍

齒、雅（集解：服虔曰く、「雅」は「故」なり）より、沛公に屬するを欲

せず。魏、之を招くに及びて、即ち反し、魏の為に豐を守る。沛公、兵を

引きて豐を攻む。取ること能わず。沛公病む。還りて沛に之く。沛公、雍

齒が豐子の子弟と與に之を叛けるを怨む。東陽の甯君・秦嘉が景駒を立て

て假王と為し、留に在りと聞き、乃ち往きて之に從い、兵を請いて以て豐

を攻めんと欲す。是の時、秦の將章邯、陳の別將司馬尼を從（服従させる）

え、兵を將いて北のかた楚の地を定め、相を屠り、碭（トウ）に至る。東

陽甯君・沛公、兵を引きて西し、與に蕭の西に戰う。利あらず。還りて兵

を收め留に聚まり、兵を引きて碭を攻め、三日にして乃ち碭を取る。因り

て碭の兵を収め、五六千人を得、下邑を攻め、之を拔く。還りて豐に軍す。

項梁、薛に在るを聞き、騎百餘を從え往きて之に見ゆ。項梁、沛公に卒五

千人・五大夫の將十人を益す（集解：蘇林曰く、五大夫は、第九爵なり、

五大夫を以て将と為す、凡そ十人なり）。沛公還り、兵を引きて豐を攻む。

項梁に從うこと月餘。項羽、已に襄城を抜きて還る。項梁、盡く別將を召

して薛に居る。陳王定めて死すと聞き、因りて楚の後懷王の孫心を立てて

楚王と為し、盱臺（ク・イ）に治す。項梁、武信君と號す。居ること數月。

北のかた亢父を攻め、東阿を救い、秦の軍を破る。齊軍歸る。楚獨り北ぐ

るを追う。沛公・項羽をして別に城陽を攻めしめ、之を屠る。軍陽の東に

軍し、秦の軍と戰い、之を破る。秦の軍復た振い、濮陽を守り、水を環ら

す。楚の軍去りて定陶を攻む。定陶未だ下らず。沛公、項羽と與に西のか

た地を略して、雍丘の下に至り、秦の軍と戰い、大いに之を破り、李由を

斬る。還りて外黃を攻む。外黃未だ下らず。項梁再び秦の軍を破り、驕色

有り。宋義諫むれども、聽かず。秦、章邯に兵を益し、夜、枚を銜みて項

梁を撃ち、大いに之を定陶に破り、項梁死す。沛公、項羽と與に方に陳留

を攻む。項梁死すと聞き、兵を引きて、呂將軍と俱に東す。呂臣、彭城の

東に軍し、項羽、彭城の西に軍し、沛公、碭に軍す。章邯已に項梁の軍を

破り、則ち以て楚の地の兵は憂うるに足らずと為す。乃ち河を渡り、北の

かた趙を撃ち、大いに之を破る。是の時に當りて、趙歇、王と為る。秦の

將王離、之を鉅鹿城に圍む。此れ所謂河北の軍なり。 

秦二世三年、楚の懷王、項梁の軍破れしを見、恐れて、盱臺より徙り、彭

城に都し、呂臣・項羽の軍を并せて自ら之に將たり。沛公を以て碭郡の長

と為し、封じて武安侯と為し、碭郡の兵に将たらしめ、項羽を封じて長安

侯と為し、號して魯公と為す。呂臣を司徒と為し、其の父呂青を令尹と為

す。趙數々救いを請う。懷王乃ち宋義を以て上將軍と為し、項羽を次將と
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為し、范增を末將と為し、北のかた趙を救わしめ、沛公をして西のかた地

を略して關に入らしめ、諸將と約すらく、先づ入りて關中を定むる者は之

に王とせん、と。是の時に當りて、秦の兵彊く、常に勝ちに乘じて北ぐる

を逐う。諸將先づ關に入るを利とするもの莫し。獨り項羽、秦の項梁の軍

を破りしを怨み、奮いて、沛公と與に西のかた關に入らんことを願う。懷

王の諸老將皆曰く、「項羽は人と為り、僄悍（索隠：説文に云う、「僄」は

疾なり、「悍」は勇なり。すばしこくてあらあらしい）猾賊（わるがしこ

くて残酷）なり。項羽嘗て襄城を攻めしが、襄城、遺類無く、皆之を阬に

し、諸々の過ぐる所、殘滅せざるは無かりき。且つ楚は數々進取し、前に

陳王・項梁皆敗れぬ。更に長者を遣わし、義に扶りて西し、秦の父兄に告

諭せんには如かず。秦の父兄、其の主に苦しむこと久し。今、誠に長者を

得て、往くとも侵暴すること毋くんば、宜しく下す可からん。今項羽は僄

悍なり。今遣わす可からず。獨り沛公は素より寬大の長者なり。遣わす可

し。」卒に項羽に許さずして、沛公を遣わし、西のかた地を略せしむ。陳

王・項梁の散卒を収め、乃ち碭道り成陽に至る。杠裏の秦の軍と壁を夾み、

其の二軍を破る（底本は「破魏二軍」に作るが、『考証』により「破其二

軍」に改める）。楚の軍、兵を出だし王離を撃ち、大いに之を破る（「楚の

軍」以下の文章は衍文）。沛公兵を引きて西し、彭越に昌邑に遇う。因り

て與に俱に秦の軍を攻む。戰い利あらず。還りて栗に至り、剛武侯（集解：

應劭曰く、楚の懐王の将なり）に遇い、其の軍四千餘人可（ばかり）りを

奪いて、之を并せ、魏の將皇欣・魏の申徒（申徒は司徒の間違いか）武蒲

の軍と并びに昌邑を攻む。昌邑未だ拔けず。西のかた高陽を過ぐ。酈食其、

監門に謂いて曰く、「諸將の此を過ぐる者多し。吾、沛公を視るに大人長

者なり。」乃ち見ゆるを求め沛公に説かんとす。沛公方に牀に踞し（床に

足を投げ出して座っている）、兩女子をして足を洗わしむ。酈生、拜せず、

長揖して曰く、「足下必ず無道の秦を誅せんと欲せば、宜しく踞して長者

を見る可からず。」是に於て沛公起ちて、衣を攝（ととのえる意）して之

に謝し、上坐に延く。食其、沛公に説く、陳留を襲い、秦の積粟を得よと。

乃ち酈食を以て廣野君と為し、酈商を將と為し，陳留の兵を将いて、與に

偕に開封を攻む。開封未だ拔けず。西のかた秦の將楊熊と白馬に戰い、又

曲遇の東に戰い、大いに之を破る。楊熊走り、滎陽に之く。二世、使者を

して斬りて以て徇えしむ。南のかた潁陽を攻め、之を屠る。張良に因りて

遂に韓の地轘轅を略す。是の時に當りて、趙の別將司馬卬方に河を渡り關

に入らんとす。沛公乃ち北のかた平陰を攻め、河津を絶ちて、南し、雒陽

の東に戰う。軍利あらず。還りて陽城に至り、軍中の馬騎を収め、南陽の

守齮と犨東に戰い、之を破り、南陽郡を略す。南陽の守齮走り、城を保ち
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て宛を守る。沛公、兵を引きて過ぎて西す。張良諫めて曰く、「沛公、急

に關に入らんと欲すと雖も、秦の兵尚ほ衆く、險に距ぐ。今、宛を下さず

んば、宛、後從り撃ち、彊秦前に在らん。此れ危き道なり。」是に於て、

沛公乃ち夜兵を引きて他の道從り還り、旗幟を更め、黎明、宛城を圍むこ

と三匝（ソウ）。南陽の守、自剄せんと欲す。其の舍人陳恢曰く、「死する

は未だ晩からざるなり。」乃ち城を踰えて沛公に見えて曰く、「臣聞く、足

下、先づ咸陽に入る者は之に王たらんと約せり、と。今足下留まりて宛を

守る。宛は、大郡の都なり。連城數十、人民衆く、積蓄多し。吏人自ら以

為えらく、降らば必ず死せん、と。故に皆堅く守りて城に乘る（索隠：韋

昭曰く、「乘」は「登」なり）。今、足下、日を盡くして止まり攻めば、士

の死傷する者必ず多からん。兵を引き宛を去らば、宛は必ず足下の後に随

わん。足下前には則ち咸陽の約を失い、後には又彊宛の患い有り。足下の

為に計るに、降りを約し、其の守を封じ、因りて止まりて守らしめ、其の

甲卒を引きて之と與に西するに若くは莫し。諸城の未だ下らざる者、聲を

聞き爭いて門を開きて足下を待つ。通行、累う所無からん。」沛公曰く、

「善し。」乃ち宛守を以て殷侯と為し、陳恢を千戶に封じ、兵を引きて西

す。下らざる者無し。丹水に至る。高武侯鰓（サイ）・襄侯王陵、西陵に

降る。還りて胡陽を攻め，番君の別將梅鋗に遇う。與に皆（「偕」に通ず）

に析・酈に降る。魏人甯昌を遣わして秦に使いせしむ。使者未だ來たらず。

是の時章邯已に軍を以て項羽に趙に降る。初め、項羽、宋義と與に北のか

た趙を救う。項羽の宋義を殺し、代りて上將軍と為るに及びて、諸將黥布

皆屬す。秦の將王離の軍を破り、章邯を降すや、諸侯皆附く。趙高已に二

世を殺すに及びて、人をして來たらしめ、約して分かちて關中に王たらん

と欲す。沛公以て詐りと為す。乃ち張良の計を用いて、酈生・陸賈をして

往きて秦の將に説かしめ、啗わすに利を以てし、因りて襲いて武關を攻め、

之を破る。又秦の軍と藍田の南に戰う。益々疑兵旗幟を張る（旗を林立さ

せ、多くの兵がいるように見せかけること）。諸々の過ぐる所、掠鹵を得

ること毋からしむ。秦人喜び、秦軍解（「懈」に通ず）る。因りて大いに

之を破る。又其の北に戰い、大いに之を破る。勝ちに乘じて、遂に之を破

る。 

漢の元年十月、沛公の兵、遂に諸侯に先だちて霸上に至る。秦の王子嬰、

素車白馬にして、頸に系くるに組を以てし、皇帝の璽符節を奉じて、軹（シ）

道の旁に降る。諸將或いは、秦王を誅せよ、と言う。沛公曰く、「始め懷

王、我を遣わししは、固より能く寬容なりと以えばなり。且つ人已に服し

て降る。又之を殺すは、不祥なり。」乃ち秦王を以て吏に屬す。遂に西の

かた咸陽に入る。宮に止まりて休舍せんと欲す。樊噲・張良諫む。乃ち秦
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の重寶財物の府庫を封じ、還りて霸上に軍す。諸縣の父老豪桀を召して曰

く、「父老の秦の苛法に苦しむこと久し。誹謗する者は族せられ、偶語す

る者は棄市せらる。吾、諸侯と約せり。先づ關に入る者は之に王たらんと。

吾當に關中に王たるべし。父老と約す。法は三章のみ。人を殺す者は死し、

人を傷つけ及び盜するは罪に抵る。餘は悉く秦の法を除去せん。諸々の吏

人、皆案堵（安堵）すること故の如くせん。凡そ吾の來たる所以は、父老

の為に害を除かんとなり。侵暴する所有るに非ず。恐るること無かれ。且

つ吾の還りて霸上に軍する所以は、諸侯の至るを待ちて、約束を定めんと

するのみ。」乃ち人をして秦の吏と與に縣の鄉・邑を行りて之に告諭せし

む。秦人大いに喜び、爭いて牛羊酒食を持ちて、軍士を獻饗す。沛公又讓

りて受けずして曰く、「倉粟多く、乏しきに非ず。人を費すことを欲せず。」

人又益々喜び、唯だ沛公の秦王と為らざらんことを恐る。或るひと沛公に

説いて曰く、「秦の富は天下に十倍し、地形彊し。今聞く、章邯、項羽に

降り、項羽乃ち號して雍王と為し、關中に王とす、と。今則ち來たらば、

沛公恐らくは此を有つことを得ざらん。急に兵をして函谷關を守らしめ、

諸侯の軍を内るる無く、稍く關中の兵を徴して以て自ら益して之を距ぐ可

し。」沛公、其の計を然りとし、之に從う。十一月中、項羽果して諸侯の

兵を率いて西し、關に入らんと欲す。關門閉じたり。沛公已に關中を定め

たりと聞き、大いに怒り、黥布等をして攻めて函谷關を破らしむ。十二月

中、遂に戲に至る。沛公の左司馬曹無傷、項王怒り、沛公を攻めんと欲す

と聞き、人をして項羽に言わしめて曰く、「沛公、關中に王たらんと欲し、

子嬰をして相為らしめ、珍寶盡く之を有てり。」以て封を求めんと欲す。

亞父、項羽に沛公を撃たんことを勸む。方に士を饗し、旦日合戰せんとす。

是の時、項羽の兵は四十萬、百萬と號す。沛公の兵は十萬、二十萬と號す。

力敵せず。會々項伯、張良を活かさんと欲し、夜往きて良を見、因りて文

を以て項羽に諭す。項羽乃ち止む。沛公、百餘騎を從え、驅けて鴻門に之

き、見えて項羽に謝す。項羽曰く、「此れ沛公の左司馬曹無傷之を言えり。

然らずんば、籍何を以て此に至らん。」沛公、樊噲・張良の故を以て、解

きて歸るを得たり。歸るや、立ちどころに曹無傷を誅す。項羽遂に西し、

咸陽の秦の宮室を屠燒し、過ぐる所殘破せざるは無し。秦人大いに望を失

う。然れども恐れて、敢て服せずんばあらざるのみ。項羽、人をして還り

て懷王に報ぜしむ。懷王曰く、「約の如くせよ。」項羽、懷王の沛公と俱に

西のかた關に入らしむるを肯ぜず、而して北のかた趙を救い、天下の約に

後れたる怨む。乃ち曰く、「懷王は、吾が家の項梁の立てし所のみ。功伐

有るに非ず。何を以てか約を主るを得ん。本より天下を定めたるは、諸將

及び籍なり。」乃ち詳りて懷王を尊びて義帝と為し、實は其の命を用いず。
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正月、項羽自立して西楚の霸王と為り、梁・楚の地九郡に王たり、彭城に

都す。約に負き、更に沛公を立てて漢王と為し、巴・蜀・漢中に王とし、

南鄭に都せしむ。關中を三分して秦の三將を立つ。章邯を雍王と為し、廢

丘に都せしめ、司馬欣を塞王と為し、櫟陽に都せしめ、董翳を翟王と為し、

高奴に都せしむ。楚の將瑕丘の申陽を河南王と為し、洛陽に都せしめ、趙

の將司馬卬を殷王と為し、朝歌に都せしめ、趙王歇を徙して代に王とし、

趙の相張耳を常山王と為し、襄國に都せしめ、當陽君黥布を九江王を為し、

六に都せしめ、懷王の柱國共敖を臨江王と為し、江陵に都せしめ、番君呉

芮を衡山王と為し、邾に都せしめ、燕の將臧荼を燕王と為し、薊に都せし

め、故の燕王韓廣を徙して遼東に王とす。廣聽かず。臧荼攻めて之を無終

に殺す。成安君陳餘を河閒の三縣に封じ、南皮に居らしめ、梅鋗を十萬戶

に封ず。四月、兵、戲下を罷め（正義：許愼、淮南子を注して言う、戲は、

大旗なり。「戲下」は麾下の意、大将の旗のもとを去ること）、諸侯各々國

に就く。漢王、國に之く。項王、卒三萬人をして從わしむ。楚と諸侯の慕

いて從う者數萬人と、杜南從り蝕中に入る。去りて輒ち棧道を燒絕し、以

て諸侯の盜兵の之を襲うに備え、亦た項羽に東する意無きを示す。南鄭に

至り、諸將及び士卒多く道より亡げ歸る，士卒、皆歌いて東に歸らんこと

を思う。韓信、漢王に説きて曰く、「項羽、諸將の功有る者を王とし、而

して王獨り南鄭に居る、是れ遷なり。軍吏士卒皆山東の人なり、日夜跂（つ

まだてる）てて歸るを望む。其の鋒に及びて之を用いば、以て大功有る可

し。天下已に定まり、人皆自ら寧んぜば、復た用う可からず。策を決して

東に鄉い、權を天下に争うに如かず。」項羽、關を出で、人をして義帝を

徙さしめて曰く、「古の帝は、地方千里にして、必ず上游（上流）に居る。」

乃ち使をして義帝を長沙の郴縣に徙し、義帝を趣がして行かしむ。群臣稍

く之に倍叛す。乃ち陰かに衡山王・臨江王をして之を撃ち、義帝を江南に

殺さしむ。項羽、田榮を怨み、齊の將田都を立てて齊王と為す。田榮怒り、

因りて自立して齊王と為り、田都を殺して楚に反し、彭越に將軍の印を予

えて、梁の地に反せしむ。楚、蕭公角をして彭越を撃たしむ。彭越大いに

之を破る。陳餘、項羽の己を王とせざるを怨み、夏說をして田榮に説かし

めて、兵を請い張耳を撃たんとす。齊、陳餘に兵を予う。撃ちて常山王張

耳を破る。張耳亡げて漢に歸す。趙王歇を代より迎え、復た立てて趙王と

為す。趙王因りて陳餘を立てて代王を為す。項羽大いに怒り、北して齊を

撃つ。八月、漢王、韓信の計を用いて、故道從り還り、雍王章邯を襲う。

邯、漢を陳倉に迎え撃つ。雍の兵敗れ、還り走る。止まりて好畤に戰う。

又復た敗れ、廢丘に走る。漢王遂に雍の地を定む。東して咸陽に至る。兵

を引きて雍王の廢丘を圍み、而して諸將を遣わして隴西・北地・上郡を略
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定せしめ、將軍薛歐・王吸をして武關を出で、王陵の兵に南陽に因り、以

て太公・呂后を沛より迎えしむ。楚之を聞き、兵を發して之を陽夏に距ぐ。

前むことを得ず。故の呉の令鄭昌をして韓王と為し、漢の兵を距がしむ。 

二年、漢王東のかた地を略す。塞王欣・翟王翳・河南王申陽皆降る。韓王

昌聽かず。韓信をして撃ちて之を破らしむ。是に於て隴西・北地・上郡・

渭南・河上・中地の郡を置き、關外に河南郡を置く。更に韓の太尉信を立

てて韓王と為す。諸將、萬人を以て、若しくは一郡を以て降る者は、萬戶

に封ず。河上の塞を繕治す。諸々の故の秦の苑囿園池、皆人をして之に田

するを得しむ。正月、雍王の弟章平を虜にす。罪人を大赦す。漢王の關を

出づるや、陜に至り、關外の父老を撫して還る。張耳來たり見ゆ。漢王厚

く之を遇す。二月、秦の社稷を除き、更に漢の社稷を立てしむ。三月、漢

王、臨晉從り渡る。魏王豹兵を將いて從う。河內を下し、殷王を虜にし、

河內郡を置く。南のかた平陰津を渡り、雒陽に至る。新城の三老董公、遮

りて漢王に説くに義帝の死せる故を以てす。漢王之を聞き、袒して大いに

哭す。遂に義帝の為に喪を發し、臨（死者の所に集まって哭する、哀臨の

こと）すること三日。使者を發して諸侯に告げて曰く、「天下共に義帝を

立て、北面して之に事えたり。今項羽、義帝を江南に放殺せり。大逆無道

なり。寡人親ら為に喪を發す。諸侯皆縞素せよ。悉く關內の兵を發し、三

河（集解：韋昭曰く、河南・河東・河内なり）の士を収め，南のかた江漢

に浮かびて以て下り、願わくは諸侯王に從いて、楚の義帝を殺せし者を撃

たん。」是の時、項王北のかた齊を撃つ。田榮、與に城陽に戰う。田榮敗

れて、平原に走り、平原の民之を殺す。齊皆楚に降る。楚因りて其の城郭

を焚燒し、其の子女を系虜す。齊人之に叛く。田榮の弟橫、榮の子廣を立

てて齊王と為す。齊王、楚に城陽に反す。項羽、漢の東するを聞くと雖も、

既に已に齊の兵を連ぬ。遂に之を破りて漢を撃たんと欲す。漢王、故を以

て、五諸侯の兵を劫して遂に彭城に入るを得たり。項羽之を聞き、乃ち兵

を引きて齊を去り、魯從り胡陵に出で、蕭に至る。漢と大いに彭城の靈壁

の東睢水の上に戰う。大いに漢軍を破り、多く士卒を殺す。睢水之が為に

流れず。乃ち漢王の父母妻子を沛に取り、之を軍中に置き、以て質と為す。

是の時に當りて、諸侯、楚彊く漢敗れ還るを見、皆漢を去りて復た楚の為

にす。塞王欣亡げて楚に入る。呂后の兄周呂侯、漢の為に兵を將いて、下

邑に居る。漢王之に從い、稍く士卒を収め、碭に軍す。漢王乃ち西のかた

梁の地を過ぎ、虞に至る。謁者隨何をして九江王布の所に之かしめて曰く、

「公能く布をして兵を舉げて楚に叛かしめば、項羽必ず留まりて之を撃た

ん。留まること數月なるを得ば、吾、天下を取らんこと必せり。」隨何往

きて九江王布に説く。布果して楚に背く。楚、龍且をして往きて之を撃た
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しむ。漢王の彭城に敗れて西するや、行きて人をして家室を求めしむ。家

室も亦た亡げ、相得ず。敗れし後乃ち獨り孝惠を得たり。六月、立てて太

子と為し、罪人を大赦す。太子をして櫟陽を守らしめ、諸侯の子の關中に

在る者を、皆櫟陽に集めて衛と為す。水を引きて廢丘に灌ぐ。廢丘降り、

章邯自殺す。更めて廢丘を名づけて槐（カイ）里と為す。是に於て祠官を

して天地・四方・上帝・山川を祀らしめ、時を以て之を祀る。關內の卒を

興して塞を乘らしむ（集解：李奇曰く、乘は守なり）。是の時、九江王布、

龍且と戰い、勝たず。隨何と與に閒行して漢に歸す。漢王稍く士卒を収め、

諸將及び關中の卒と與に益々出づ。是を以て兵大いに滎陽に振い、楚を

京・索の閒に破る。 

三年、魏王豹、謁歸（謁見して帰国の許可を得る）して親の疾を視る。至

れば即ち河津を絶ち、反して楚の為にす。漢王、酈生をして豹に説かしむ。

豹聽かず。漢王、將軍韓信を遣わして撃たしめ、大いに之を破り、，豹を

虜にす。遂に魏の地を定め、三郡を置く。河東・太原・上黨と曰う。漢王

乃ち張耳と韓信とをして遂に東のかた井陘を下り趙を撃たしめ、陳餘・趙

王歇を斬る。其の明年、張耳を立てて趙王と為す。漢王、滎陽の南に軍し、

甬道を築き之を河に屬し、以て敖倉を取り、項羽と相距ぐこと歲餘。項羽

數々漢の甬道を侵奪す。漢の軍、食乏し。遂に漢王を圍む。漢王和を請い、

滎陽より以西なる者を割きて漢と為さんと。項王聽かず。漢王之を患う。

乃ち陳平の計を用い、陳平に金四萬斤を予え、以て楚の君臣を閒疏す。是

に於て項羽乃ち亞父を疑う。亞父、是の時、項羽に遂に滎陽を下さんこと

を勸む。其の疑わるるに及びて、乃ち怒り、老と辭し、骸骨を賜い、卒伍

に歸せんと願う。未だ彭城に至らずして死す。漢の軍、食を絕つ。乃ち夜

女子を東門より出だすこと二千餘人、甲を被らしむ。楚因りて四面より之

を撃つ。將軍紀信乃ち王の駕に乘り、詐りて漢王と為り、楚を誑く。楚皆

萬歲と呼び、城東に之きて觀る。故を以て漢王、數十騎と西門を出でて遁

るるを得たり。御史大夫周苛・魏豹・樅公をして滎陽を守らしむ。諸將の

卒、從うこと能わざりし者、盡く城中に在り。周苛・樅公相謂いて曰く、

「反國の王は、與に城を守り難し。」因りて魏豹を殺す。漢王の滎陽を出

づるや、關に入り、兵を收めて復た東せんと欲す。袁生、漢王に説いて曰

く、「漢と楚と滎陽に相距ぐこと數歲。漢常に困しめり。願わくは君王、

武關を出でよ。項羽必ず兵を引きて南に走（赴の義に読む）かん。王壁を

深くして、滎陽・成皋の閒をして且く休するを得しめ、韓信等をして河北・

趙の地を輯（あつめる）め、燕・齊を連ねしめよ。君王乃ち復た滎陽に走

くとも、未だ晩からざるなり。此の如くならば、則ち楚、備うる者所の多

く、力分かれん。漢、休することを得、復た之と戰わば、楚を破らんこと
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必せり。」漢王、其の計に從い、軍を宛・葉の閒に出だし、黥布と與に行

くゆく兵を收む。項羽、漢王の宛に在りと聞き、果して兵を引きて南す。

漢王、壁を堅くし與に戰わず。是の時、彭越、睢水を渡り、項聲・薛公と

下邳に戰う。彭越大いに楚の軍を破る。項羽乃ち兵を引きて東し、彭越を

撃つ。漢王も亦た兵を引きて北し、成皋に軍す。項羽已に彭越を破り走ら

すや、漢王復た成皋に軍すと聞き、乃ち復た兵を引きて西し、滎陽を抜き、

周苛・樅公を誅し、而して韓王信を虜にし、遂に成皋を圍む。漢王跳れて、

獨り滕公と車を共にし、成皋の玉門を出で、北のかた河を渡り、馳せて修

武に宿し、自ら使者と稱して、晨に馳せて張耳・韓信の壁に入り、而して

之が軍を奪う。乃ち張耳をして北して益々兵を趙の地に収めしめ、韓信を

して東して齊を撃たしむ。漢王、韓信の軍を得、則ち復た振う。兵を引き

て河に臨みて、南に饗（「嚮」の意）い小修武の南に軍す。復た戰わんと

欲す。郎中鄭忠乃ち說きて漢王を止め、壘を高くし塹を深くして、與に戰

う勿らしむ。漢王、其の計を聽き、盧綰・劉賈をして卒二萬人・騎數百を

将いて、白馬津を渡りて、楚の地に入らしむ。彭越と與に復た撃ちて、楚

の軍を燕郭の西に破り、遂に復た梁の地十餘城を下す。淮陰已に命を受け

て東し、未だ平原を渡らず。漢王、酈生をして往きて齊王田廣に説かしむ。

廣、楚に叛きて、漢と和し、共に項羽を撃つ。韓信、蒯通の計を用い、遂

に襲いて齊を破る。齊王、酈生を烹、東のかた高密に走る。項羽、韓信已

に河北の兵を舉げて齊・趙を破り、且つ楚を撃たんと欲すと聞き、則ち龍

且・周蘭をして往きて之を撃たしむ。韓信、騎將灌嬰と與に（底本は、「韓

信與戰」に作るが、「戰」は衍字、由りて削る）撃ちて大いに楚の軍を破

り、龍且を殺す。齊王廣、彭越に奔る。此の時に當りて、彭越、兵を將い

て梁の地に居り、往來して楚の兵を苦しめ、其の糧食を絶つ。 

四年、項羽乃ち海春侯大司馬曹咎に謂いて曰く、「謹んで成皋を守れ。若

し漢、戰いを挑むとも、慎みて與に戰うこと勿れ。東するを得しむ無から

んのみ。我十五日にして必ず梁の地を定め、復た將軍に從わん。」乃ち行

きて陳留・外黃・睢陽を撃ちて、之を下す。漢果して數々楚の軍に挑む。

楚の軍出でず。人をして之を辱めしむること五六日。大司馬怒り、兵を汜

水に渡す。士卒半ば渡る。漢之を撃ち、大いに楚の軍を破り、盡く楚國の

金玉貨賂を得たり。大司馬咎・長史欣皆汜水の上に自剄す。項羽、睢陽に

至り、海春侯破れぬと聞き、乃ち兵を引きて還る。漢の軍、方に鐘離眛を

滎陽の東に圍む。項羽至るや、盡く險阻に走る。韓信已に齊を破り、人を

して言わしめて曰く、「齊は楚に邊す。權輕し。假王と為らずんば、恐ら

くは齊を安んずること能わざらん。」漢王之を攻めんと欲す。留侯曰く、

「因りて之を立て、自ら為に守らしむるに如かず。」乃ち張良を遣わして、
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印綬を操り、韓信を立てて齊王と為す。項羽、龍且の軍破れぬと聞き、則

ちれ恐れ、盱臺の人武渉をして往きて韓信に説かしむ。韓信聽かず。楚・

漢久しく相持して未だ決せず。丁壯は軍旅に苦しみ、老弱は轉饟（テン・

ジョウ、兵糧の運搬）に罷る。漢王・項羽相與に廣武の閒に臨みて語る。

項羽、漢王と獨身にして挑戰せんと欲す。漢王、項羽を數めて曰く、「始

め、項羽と俱に命を懷王に受く。曰く、先づ入りて關中を定むる者、之を

王とせん、と。項羽、約に負き、我を蜀漢の王とせり。罪一なり。項羽矯

りて卿子冠軍（索隠：韋昭云う、宋義の號なり）を殺して、而して自ら尊

くせり。罪二なり。項羽已に趙を救う。當に還りて報ずべし。而るに擅に

諸侯の兵を劫して關に入る。罪三なり。懷王約すらく、秦に入れば暴掠す

ること無かれ、と。項羽、秦の宮室を燒き、始皇帝の冢を掘り、私に其の

財物を収めたり。罪四なり。又彊いて秦の降王子嬰を殺せり。罪五なり。

詐りて秦の子弟を新安に阬にすること二十萬、其の將を王とせり。罪六な

り。項羽皆諸將を善地に王として、而して故主を徙逐し、臣下をして爭い

て叛逆せしめたり。罪七なり。項羽、義帝を彭城より出だし逐い、自ら之

に都し、韓王の地を奪い、并せて梁楚に王たりて、多く自ら予えたり。罪

八なり。項羽、人をして陰かに義帝を江南に弒せしめたり。罪九なり。夫

れ人臣為りて其の主を弒し、已に降れるを殺し、政を為すこと平かならず、

約を主ること信ならざるは、天下の容れざる所、大逆無道なり。罪十なり。

吾れ義兵を以て諸侯に從いて殘賊を誅す。刑餘の罪人をして項羽を撃殺せ

しめん。何を苦しみて乃ち公と挑戰せん。」項羽大いに怒り、弩を伏して

射て漢王に中つ。漢王、匈を傷つく。乃ち足を捫（さする）りて曰く、「虜、

吾が指に中てたり。」漢王、創を病みて臥す。張良彊いて漢王に請う、起

ちて行りて軍を勞い、以て士卒を安んぜよ、楚をして勝ちに漢に乘ぜしむ

ること毋かれ、と。漢王出でて軍を行る。病甚だし。因りて馳せて成皋に

入る。病愈ゆ。西のかた關に入り、櫟陽に至り、父老を存問（安否を問う）

して置酒す。故の塞王欣の頭を櫟陽の市に梟す。留まること四日、復た軍

に如き、廣武に軍す。關中の兵益々出づ。此の時に當り、彭越、兵を將い

て梁の地に居り、往來して楚の兵を苦しめ、其の糧食を絶つ。田橫往きて

之に從う。項羽數々彭越等を撃つ。齊王信又進みて楚を撃つ。項羽恐れ、

乃ち漢王と約し、天下を中分し、鴻溝をして西なる者を割きて漢と為し、

鴻溝をして東なる者を楚と為す。項王、漢王の父母妻子を歸す。軍中皆萬

歲と呼ぶ。乃ち歸して別れ去る。項羽解きて東に歸る。漢王引きて西に歸

らんと欲す。留侯・陳平の計を用い、乃ち兵を進めて項羽を追い、陽夏の

南に至り軍を止む。齊王信・建成侯彭越と期す。會して楚の軍を撃たん、

と。固陵に至るまで、會せず。楚、漢の軍を撃ち、大いに之を破る。漢王
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復た壁に入り、塹を深くして之を守り、張良の計を用う。是に於て韓信・

彭越皆往く。及び劉賈、楚の地に入り、壽春を圍む。漢王、固陵に敗るる

や（「敗固陵」、この三字は梁玉縄は衍字とする）、乃ち使者をして大司馬

周殷を召さしむ。九江の兵を舉げて武王を迎う。行くゆく城父を屠り、劉

賈に随う。齊・梁の諸侯皆大いに垓下に會す。武王布を立てて淮南王と為

す。 

五年、高祖、諸侯の兵と共に楚の軍を撃ち、項羽と勝ちを垓下に決す。淮

陰侯、三十萬を将いて自ら之に當たる，孔將軍、左に居り、費將軍、右に

居り、皇帝は後に在り、絳侯・柴將軍は皇帝の後に在り。項羽の卒十萬可

り。淮陰先づ合い、利あらず、卻く。孔將軍・費將軍縱つ（正義：二人は

韓信の将なり、兵を縦ちて項羽を撃つなり）。楚の兵、利あらず。淮陰侯

復た之に乘じ、大いに垓下に敗る。項羽の卒、漢の軍の楚歌するを聞き、

以為らく、漢盡く楚の地を得たり、と。項羽乃ち敗れて走る，是を以て兵

大いに敗る。騎將灌嬰をして追わしめ、項羽を東城に殺す。首を斬ること

八萬、遂に楚の地を略定す。魯、楚の為に堅く守りて下らず。漢王、諸侯

の兵を引きて北し、魯の父老に項羽の頭を示す。魯乃ち降る。遂に魯公の

號を以て項羽を穀城に葬る。還りて定陶に至り、馳せて齊王の壁に入り、

其の軍を奪う。正月、諸侯及び將相、相與に共に漢王を尊びて皇帝と為さ

んと請う。漢王曰く、「吾聞く、帝は賢者の有なり、と。空言虚語は、守

る所に非ざるなり。吾敢て帝位に當らず。」群臣皆曰く、「大王、微細より

起こり、暴逆を誅し、四海を平定し、功有る者は輒ち地を裂きて封じて王

侯と為せり。大王、尊號せずば、皆疑わしくして信ならじ。臣等、死を以

て之を守らん。」漢王三たび讓り、已むを得ずして曰く、「諸君必ず以て便

なりと為さば、國家に便ならん。」甲午、乃ち皇帝の位に汜水の陽（川の

陽は北、山の陽は南を指す）に即く。皇帝曰く、「義帝後無し。齊王韓信

は楚の風俗に習えり。」徙して楚王と為し、下邳に都せしむ。建成侯彭越

を立てて梁王と為し、定陶に都せしむ。故の韓王信を韓王と為し、陽翟に

都せしむ。衡山王呉芮（下文の番君）を徙して長沙王と為し、臨湘に都せ

しむ。番君の將梅鋗、功有り、從いて武關に入る。故に番君を徳とす。淮

南王布・燕王臧荼・趙王敖は、皆故の如し。天下大いに定まる。高祖、雒

陽に都す。諸侯皆臣屬す。故の臨江王驩、項羽の為に漢に叛く。盧綰・劉

賈をして之を圍ましむ。下らず。數月にして降る。之を雒陽に殺す。五月、

兵皆罷めて家に歸る。諸侯の子の關中に在る者は、之を復（徭役を免除す

ること）すること十二歲、其の歸れる者は、之を復すること六歲、之に食

すること一歲。高祖、雒陽の南宮に置酒す。高祖曰く、「列侯諸將、敢て

朕に隱すこと無く、皆其の情を言え。吾の天下を有てる所以は何ぞや。項
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氏の天下を失いし所以の者は何ぞや。」高起・王陵對えて曰く、「陛下は慢

にして人を侮る。項羽は仁にして人を愛す。然れども陛下は人をして城を

攻め地を略せしめ、降下する所の者は因りて以て之に予え、天下と與に利

を同じうするなり。項羽は賢を妒み能を嫉（にくむ）み、功有る者は之を

害す。賢者は之を疑う。戰いに勝てども、人に功を予えず、地を得れども

人に利を予えず。此れ天下を失いし所以なり。」高祖曰く「公は其の一を

知り、未だ其の二を知らず。夫れ籌策（チュウ・サク、はかりごと）を帷

帳の中に運らし、勝ちを千里の外に決するは、吾、子房に如かず。國家を

鎮め、百姓を撫で、餽馕（キ・ジョウ、食糧を送ること）を給し、糧道を

絶たざるは、吾、蕭何に如かず。百萬の軍を連ね、戰えば必ず勝ち、攻む

れば必ず取るは、吾、韓信に如かず。此の三者は、皆人傑なり。吾能く之

を用う。此れ吾の天下を取りし所以なり。項羽は一の范增有れども用うる

こと能わず。此れ其の我の擒と為りし所以なり。」高祖、長く雒陽に都せ

んと欲す。齊人劉敬說き、及び留侯、上に勸む、入りて關中に都せよ、と。

高祖、是の日、駕し入りて、關中に都す。六月、天下に大赦す。十月、燕

王臧荼反し、攻めて代の地を下す。高祖自ら將として之を撃ち、燕王臧荼

を得たり。即ち太尉盧綰を立てて燕王と為す。丞相噲をして兵を將いて代

を攻めしむ。其の秋、利幾反し、高祖自ら兵を將いて之を撃つ。利幾走る。

利幾は、項氏の將なり。項氏敗るるや、利幾陳公為り、項羽に随わず、亡

げて高祖に降る。高祖、之を潁川に侯とす。高祖、雒陽，に至り、通侯の

籍を舉げて之を召す。而して利幾恐る。故に反せしなり。 

六年、高祖、五日に一たび太公に朝し、家人（一般の人の家）の父子の禮

の如くす。太公の家令、太公に説きて曰く、「天に二日無し、土に二王無

し。今高祖は子なりと雖も、人主なり。太公は父なりと雖も、人臣なり。

柰何ぞ、人主をして人臣を拝せしめん。此の如くば、則ち威重行われじ。」

後、高祖朝す。太公、篲を擁して、門に迎えて卻行す。高祖大いに驚き、

下りて太公を扶く。太公曰く、「帝は人主なり。柰何ぞ我を以て天下の法

を亂らん。」是に於て高祖乃ち太公を尊びて太上皇と為す。心に家令の言

を善みし、金五百斤を賜う。十二月、人、變事を上り、楚王信、反を謀る

と、告ぐるもの有り。上、左右に問う。左右爭いて之を撃たんと欲す。陳

平の計を用い、乃ち偽りて雲夢に遊び、諸侯を陳に會す。楚王信迎う。即

ち因りて之を執らう。是の日、天下に大赦す。田肯賀す。因りて高祖に説

きて曰く、「陛下、韓信を得、又秦中を治む。秦は形勝の國、河山の險を

帯び、千里に縣隔（遠く隔たっている）し、持戟百萬あり。秦は百二を得

（集解：蘇林曰く、百、之に中るに二を得、秦の地は険固なり、二萬人は

諸侯の百萬人に當るに足る）、地勢便利なり。其の以て兵を諸侯に下すこ
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と、，譬えば猶ほ高屋の上に居り、瓴水を建すがごときなり（集解：如淳

曰く、瓴（レイ）は盛水の瓶なり、高屋の上に居りて、瓴水を幡す、其の

下に向かうの勢い易きを言うなり。これに因り「建」を“こぼす”と訓ず）。

夫れ齊は、東に瑯邪・即墨の饒有り、南に泰山の固有り、西に濁河の限り

有り、北に勃海の利有り。地は方二千里にして、持戟百萬あり。千里の外

に縣隔す。齊は十二を得たり。故に此れ東西の秦なり。親子弟に非ずんば、

齊に王たらしむ可きもの莫からん。」高祖曰く、「善し。」黃金五百斤を賜

う。後十餘日、韓信を封じて淮陰侯と為し、其の地を分けて二國と為す。

高祖曰く、「將軍劉賈數々功有り。」以て荊王と為し、淮東に王とし、弟交

を楚王と為し、淮西に王とす。子肥を齊王と為し、七十餘城に王とし、民

の能く齊言する者は、皆齊に屬す。乃ち功を論じ、諸々の列侯と符を剖き

封を行う。韓王信を太原に徙す。 

七年、匈奴、韓王信を馬邑に攻む。信因りて與に謀りて太原に反す。白土

の曼丘臣・王黄、故の趙の後（底本は「趙将」に作るが、『志疑』に因り

「趙後」に改める）趙利を立てて王と為して以て反す。高祖自ら往きて之

を撃つ。天寒きに會い、士卒の指を墮す者什に二三。遂に平城に至る。匈

奴、我が平城を圍む。七日にして後罷めて去る。樊噲をして止まりて代の

地を定めしめ、兄の劉仲を立てて代王と為す。二月、高祖、平城自り趙・

雒陽を過ぎ、長安に至る。長樂宮成る。丞相已下、徙りて長安に治す。 

八年、高祖、東のかた韓王信の餘の反寇（謀反の残党）を東垣に撃つ。蕭

丞相、未央宮を營作す。東闕・北闕・前殿・武庫・太倉を立つ。高祖還り、

宮闕の壯なること甚だしきを見、怒りて、蕭何に謂いて曰く、「天下匈匈

として戰に苦しむこと數歲、成敗未だ知る可からず。是れ何ぞ宮室を治む

ること度に過ぎたるや。」蕭何曰く、「天下方に未だ定まらず。故に因りて

遂に宮室を就す可し。且つ夫れ天子は四海を家と為す。壯麗に非ざれば、

以て威を重くする無し。且つ後世をして以て加うる有らしむる無からん。」

高祖乃ち說ぶ。高祖、東垣に之き、柏人を過ぐ。趙の相貫高等、高祖を弒
せんと謀る。高祖心動き、因りて留まらず。代王劉仲、國を棄てて亡げ、

自ら雒陽に歸る。廢して以て合陽侯と為す。 

九年、趙の相貫高等、事發覺し、三族を夷げらる。趙王敖を廢して宣平侯

と為す。是の歲、貴族（富豪）楚の昭・屈・景・懷・齊田氏を關中に徙す。

未央宮成る。高祖大いに諸侯群臣を朝し、未央の前殿に置酒す。高祖、玉

卮（玉で作った杯、四升、今の四合入る）を奉じ、起ちて太上皇の壽を為

して曰く、「始め大人、常に以えらく、臣は無賴にして、產業を治むるこ

と能わず、仲（高祖の弟）が力むるに如かず、と。今某の業就る所、仲と

多きこと孰れぞや。」殿上群臣皆、萬歲を呼びて、大いに笑いて樂しみを
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為す。 

十年十月、淮南王黥布・梁王彭越・燕王盧綰・荊王劉賈・楚王劉交・齊王

劉肥・長沙王呉芮、皆來たりて長樂宮に朝す。春夏事無し。七月、太上皇、

櫟陽宮に崩ず。楚王・梁王、皆來たり葬を送る。櫟陽の囚を赦す。更めて

酈邑を命じて新豐と曰う。八月、趙の相國陳豨（キ）、代の地に反す。上

曰く、「豨は嘗て吾が使と為り、甚だ信有りき。代の地は吾が急とする所

なり。故に豨を封じて列侯と為し、相國を以て代を守らしめたり。今乃ち

王黄等と與に代の地を劫掠せり。代の地の吏民は罪有るに非ざるなり。其

れ代の吏民を赦さん。」九月、上、東自り往きて之を撃つ。邯鄲に至り、

上喜びて曰く、「豨、南のかた邯鄲に據りて漳水を阻てず。吾、其の能く

為す無きを知るなり。」豨の將皆故と賈人なるを聞くや、上曰く、「吾、之

に與する所以を知る。」乃ち多く金を以て豨の將に啗わす。豨の將に降る

者多し。 

十一年、高祖、邯鄲に在り、豨等を誅すること未だ畢らず。豨の將侯敞、

萬餘人を将いて游行し、王黄は曲逆に軍し、張春は河を渡り聊城を撃つ。

漢、將軍郭蒙をして齊の將と與に撃たしむ。大いに之を破る。太尉周勃、

太原道り入り、代の地を定め、馬邑に至る。馬邑下らず。即ち攻めて之を

殘す。豨の將趙利、東垣を守る。高祖之を攻む。下らざること月餘。卒に

高祖を罵る。高祖怒る。城降るや、罵しる者を出ださしめて之を斬り、罵

しらざる者は原（ゆるす）す。是に於て乃ち趙の山北を分かち、子恒を立

てて以て代王と為し、晉陽に都せしむ。春、淮陰侯韓信、反を關中に謀る。

三族を夷ぐ。夏、梁王彭越反を謀る。廢して蜀に遷す。復た反せんと欲す。

遂に三族を夷ぐ。子の恢を立てて梁王と為し、子の友を淮陽王と為す。秋

七月、淮南王黥布反し、東して荊王劉賈の地を并せ、北して淮を渉る。楚

王交、走りて薛に入る。高祖自ら往きて之を撃つ。子の長を立てて淮南王

と為す。 

十二年、十月、高祖已に布の軍を會甀（ツイ）に撃つ。布走る。別將をし

て之を追わしむ。高祖還歸し、沛に過り、留まりて、沛宮に置酒し、悉く

故人・父老・子弟を召して縱酒す。沛中の兒を發し、百二十人を得、之に

歌を教う。酒酣にして、高祖筑を撃ち、自ら歌詩を為りて曰く、「大風起

こりて雲飛揚す。威海內に加わりて故鄉に歸る。安くにか猛士を得て四方

を守らしめん。」兒をして皆之を和習せしむ。高祖乃ち起ちて舞い、慷慨

して懷いを傷ましめ、泣數行下る。沛の父兄に謂いて曰く、「游子は故鄉

を悲しむ。吾、關中に都すと雖も、萬歲の後（死後）、吾が魂魄は猶ほ沛

を樂思せん。且つ朕は沛公自り以て暴逆を誅し、遂に天下を有てり。其れ

沛を以て朕が湯沐の邑と為し、其の民を復し（「復」は徭役を免除するこ
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と）、世世、與る所有ること無からん。」沛の父兄・諸母・故人、日に樂飲

して驩を極め、舊故を道い、笑樂を為すこと十餘日。高祖去らんと欲す。

沛の父兄固く請いて高祖を留む。高祖曰く、「吾が人衆多し。父兄、給す

ること能わず。」乃ち去る。沛中、縣を空しうし、皆邑西に之きて獻ず。

高祖復た留止し、張飲すること三日。沛の父兄皆頓首して曰く、「沛は幸

に復するを得たれども、豐は未だ復せず。唯だ陛下之を哀憐せよ。」高祖

曰く、「豐は吾が生長せし所。極めて忘れざるのみ。吾特に其の雍齒の故

を以て我に反きて魏の為にせしが為なり。」沛の父兄固く請う。乃ち并せ

て豐を復し、沛に比す。是に於て沛侯劉濞を拝して吳王と為す。漢の將、

別に布の軍を洮水の南北に撃ち、皆大いに之を破り、追い得て布を鄱陽に

斬る。樊噲、別に兵を將いて代を定め、陳豨を當城に斬る。十一月、高祖、

布の軍自り長安に至る。十二月、高祖曰く、「秦の始皇帝・楚の隱王（底

本は「隱王陳涉」に作るが、「陳涉」の二字は『志疑』により衍字として

削る）・魏の安釐王・齊の緡王・趙の悼襄王、皆絕えて後無し。」守冢各々

十家を予え、秦の皇帝は二十家、魏の公子無忌は五家。代の地の吏民を赦

し、陳豨・趙利の為に劫掠せらるる所の者、皆之を赦す。陳豨の降將言う、

豨が反する時、燕王盧綰、人をして豨の所に之き、與に陰謀せしめき、と。

上、辟陽侯をして綰を迎えしむ。綰病と稱す。辟陽侯歸り、具に綰の反す

ること端あるを言う。二月、樊噲・周勃をして兵を將いて燕王綰を撃たし

め、燕の吏民の反に與れる者を赦す。皇子建を立てて燕王と為す。高祖、

布を撃ちし時、流矢の中る所と為り、行道にして病む。病甚だし。呂后、

良醫を迎う。醫入りて見ゆ。高祖、醫に問う。醫曰く、「病は治む可し。」

是に於て高祖之を嫚罵して曰く、「吾布衣を以て三尺の劍を提げ、天下を

取れり。此れ天命に非ざるや。命は乃ち天に在り。扁鵲と雖も何ぞ益せん。」

遂に病を治さしめず。金五十斤を賜いて之を罷む。已にして呂后問う、「陛

下百歲の後、蕭相國、即し死せば、誰をして之に代らしめん。」上曰く、

「曹參可なり。」其の次を問う。上曰く、「王陵可なり。然れども陵は少し

く戇（トウ、臨機応変に対応する能力に欠けていること）なり，陳平以て

之を助く可し。陳平は智餘り有り。然れども以て獨り任じ難し。周勃重厚

にして文少なし。然れども劉氏を安んずる者は必ず勃ならん。太尉為らし

む可し。」呂后復た其の次を問う。上曰く、「此の後は亦た而の知る所に非

ざるなり。」盧綰、數千騎と與に塞下（長城の下）に居りて候伺し、上の

病愈えなば自ら入りて謝せんと幸う。四月甲辰、高祖、長樂宮に崩ず。四

日喪を發せず。呂后、審食其と謀りて曰く、「諸將は帝と與に編戶の民為

りしが（戸籍上同じような身分を言う）、今北面して臣と為る。此れ常に

怏怏（こころふさぎ怨む）たり。今乃ち少主に事う。盡く是を族するに非
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ずんば、天下安からじ。」人或は之を聞き、酈將軍に語る。酈將軍往きて

審食其を見て曰く、「吾聞く、帝已に崩じて四日、喪を發せず、諸將を誅

せんと欲す、と。誠に此の如くならば、天下危うし。陳平・灌嬰は十萬を

将いて滎陽を守り、樊噲・周勃は二十萬を将いて燕・代を定む。此れ、帝

崩じて、諸將皆誅せらると聞かば、必ず兵を連ねて還鄉し、以て關中を攻

めん。大臣內に叛き、諸侯外に反せば、亡びんこと足を翹（あげる）げて

待つ可きなり。」審食其入りて之を言う。乃ち丁未を以て喪を發し、天下

に大赦す。盧綰、高祖の崩ずるを聞き、遂に亡げて匈奴に入る。丙寅、葬

る。己巳、太子（底本は「立太子」に作るが、「立」を衍字として削る）、

太上皇廟に至る。群臣皆曰く、「高祖、微細より起こり、亂世を撥（おさ

める）め之を正に反し、天下を平定し、漢の太祖と為り、功最も高し。尊

號を上りて高皇帝と為さん。」太子號を襲ぎて皇帝と為る。孝惠帝なり。

朝するに十月を以てす。車服黄屋左纛（車服は赤色、黄屋は車の内側を黄

色の絹張りにすること、左纛（サ・トウ）は左の大旗、車の左に立てる）、

長陵に葬る（「朝以十月、車服黄屋左纛、葬長陵」、この文章は「太史公曰

～」の末尾に在るが、誤ってそこに入ったと言われているので、ここに移

した）。郡國の諸侯をして各々高祖の廟を立て、歲時を以て祠らしむ。孝

惠五年に及びて、高祖の沛を悲樂せしを思い、沛宮を以て高祖の原廟と為

し、高祖の歌を教えし所の兒百二十人をして、皆吹樂するを為さしむ。後、

缺くる有れば、輒ち之を補う。高帝には八男あり。長は庶、齊の悼惠王肥。

次は孝惠、呂后の子なり。次は戚夫人の子趙の隱王如意。次は代王恒、已

に立ちて孝文帝と為る、薄太后の子なり。次は梁王恢、呂太后の時、徙し

て趙の共王と為す。次は淮陽王友、呂太后の時、徙して趙の幽王と為す。

次は淮南の厲王長。次は燕王建なり。 

太史公曰く、夏の政は忠なり。忠の敝（弊害）は、小人以て野（粗野）な

り。故に殷人之を承くるに敬を以てす。敬の敝は、小人以て鬼なり（集解：

鄭玄曰く、威儀多くして、鬼神に事うるが如し）。故に周人之を承くるに

文を以てす（鄭玄曰く、文は、尊卑の差なり）。文の敝は、小人以て僿（シ、

誠がないこと）なり，故に僿を救うは忠を以てするに若くは莫し。三王の

道は循環の若く、終りて復た始まる。周秦の閒は、文の敝と謂う可し。秦

の政改めず、反って刑法を酷にす。豈に繆らずや。故に漢興りて、敝を承

けて易變し、人をして倦まざらしむ。天の統を得たり。 

 


