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史記述春秋経伝小考
本

道

雅

序

秋経伝の史料的地位などの問題に対し若干の展望が示される︒

史林 七一巻六号 一九八八年越月

が春秋期の如何なる動向に注目し︑そうした動向を記述するために如何なる事件を重視したのかが明らかにされた上で︑それら春
秋大事の内容を手掛かりに︑﹃史記﹄が春秋経伝を引用する際の取捨選択の基準︑春秋三伝相互の位置付け︑諸史料中における春

態が確認され︑特に公羊説の引用については当時の公腱鞘の影響が塗る程度作用していたことが指摘される︒第二章では︑﹃史記﹄

は︑以下の構成で﹃史記﹄における春秋経伝引用の性格を考察する︒先ず第一章では︑﹃史記﹄における﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄引用の実

︻要約︼ ﹃史記﹄の春秋期を扱った部分が春秋経伝・﹃圏語﹄に多く取材することは周知の事実である︒しかしながら︑﹃史記﹄が
その春秋期の記述に際してこれらを具体的にどのように取捨選択したのかについては不明の点が多い︒かかる観点に基づき︑本稿

吉

者の次なる課題はこの前馬に引き続き︑﹃史記﹄の春秋期の記述の史料学的分析を行うことにある︒

①
かかる観点のもと︑筆者は先に西周期・東遷期の記述における﹃史記﹄の原史料に関して仮説的な私見を提示した︒筆

料﹂として利用することを戒める︒

が前漢武帝期に最終的な完成をみた編纂史料であるという事実は︑その文献的性質の解明を経ずしてこれを無批判に﹁史

挙げられる︒これらの中間期に関して第一の史料となるのは結局︑西周一戦国を通時的に扱った﹃史記﹄であるが︑これ

先公史の通時的理解を困難にする要因として西周・春秋・戦国各々を結ぶいわば中間期を扱った史料の貴的な乏しさが

言

別
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画稿において筆者は︑﹃史記﹄独自の材料をその内容及び記述形式によって複数の材料群に分類し︑それら材料群のそ

れぞれについて︑その原史料が如何なるものでありうるのかを考察の対象とした︒これは︑新稿の分析対象たる﹃史記﹄

の酉周期・東遷期の記事の殆どが︑今日では専ら﹃史記﹄のみに所見する︑技術的には﹃史記﹄独自の材料として潜散さ

ざるをえないものであることから必然的にもたらされた方法であった︒今回考察の対象となる春秋期の記述にも︑如上の

意味での独自の材料は少なからず存するのであり︑それに関して前稿の方法は一応の有効性をもちうる︒しかしながら︑

②

﹃史記﹄の春秋期の記述に関しては︑﹃春秋﹄︵以下﹁経文﹂と略称︶及び三塁︑そしてこれらと一定の関係を有する﹃国語﹄

に由来する記事がかなりの比重を占める︒今日所見しうる文献との比較がかなりの分量において可能である点において︑
﹃史記﹄のこの部分に対する分析には前稿とは異なった方法を加えることが要請されよう︒

﹃史記﹄の春秋経伝引用については︑つとに﹁史記記事︑取左氏伝・国語最多︑而其義則食用公羊雲﹂と概括されている︒

ここで挙げられた﹁記事﹂・﹁義﹂は﹃史記﹄において春秋経伝が用いられる二つの局面を示す︒﹁義﹂における﹃春秋公

逸雄﹄の優先は太史公自序・論賛・孔子世家などに散見する﹁経﹂としての﹃春秋﹄そのものに対する﹃史記﹄の言及が
③
多く公羊説を用いることに認められる︒﹃史記﹄の春秋学という場合︑こちらの局面が専ら強調されてきたことは﹃史記﹄

が今日的な意味での﹁史料﹂ではありえない以上︑漁る意味で当然であったといえる︒問題は﹁記事﹂すなわち歴史記述

の局面における﹃史記﹄と春秋経伝の関係である︒﹃史記﹄の﹁史料﹂としての側面にむしろ関心を有する筆者の立場から

すると︑個々の記事に対する個別的注釈という形態による研究蓄積の存在にも関わらず︑﹃史記﹄が春秋期を記述するに

際して﹁史料﹂としての春秋経伝をどのように扱ったのか︑より具体的には﹃史記﹄が春秋経伝の如何なる材料を︑如何

なる基準で選択引用したのか︑というより一般的な問題には充分な解答が必ずしも与えられていないように思う︒

かかる次第で︑本稿は﹃史記﹄の春秋期の記述一論賛などを除いた部分における歴史過程の具体的記述一における

春秋経伝引用の性格を考察の対象とする︒具体的作業と鞭て︑第一章では春秋三景のうち﹃春秋公電縫﹄・﹃春秋穀梁伝﹄
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︵以下﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄と略称︶引用の実態を確認した上で︑特に公話説の引用について﹃史記﹄当時の公羊家との関係を検

討する︒第二章では︑﹃史記﹄が春秋期の如何なる動向を重視し︑そうした動向を記述すべく如何なる事件を選択し︑そ
の過程で史料としての春秋経伝をどのように位置付けていたのかということを考察する︒
④

本来ならぼ﹃史記﹄において﹃左伝﹄に対応する部分が最も多いという点から︑﹃史記﹄における﹃左伝﹄の引用につい

ても論ずるべきであるが︑この問題については鎌田正氏にすでにかなり大部の論考がある︒氏の作業については﹃史記﹄

の﹃左伝﹄引用という命題の論証に関して補足すべき点が些かあるし︑何より実証的乃至は技術的レヴェルにおいて修正

すべきものが少なからずあるが︑大綱において氏の方法及び結論は左心さるべきものであり︑また対象の膨大さよりこの

鎌田正﹃左伝の成立と其の展開﹄︵大修館書店︑一九六三︶一〇九1

一六九頁︑第二章第二節史記左伝先後考

④

聞社︑一九七三︶参照︒

序については川勝義雄﹁太史公自序・司馬遷﹂︵﹃史学論集﹄︑朝日新

夫﹁史記と春秋学﹂︵﹃文化﹄一−九︑一九三四︶参照︒なお太史公自

問題をも本稿でとりあげるのは技術的に不可能である︒よって今回は﹃史記﹄の﹃左伝﹄引用の実態については考察を保
留する︒
拙稿﹁史記原始︵⁝︶−西周期・東遷期一i﹂︵﹃古史春秋﹄四︑一

九八七︶
滝川亀太郎﹃史記会注考証﹄︵一九三四︶史記総論

①

②

︸九三四︶︑岡騎文

狩野直喜﹁超馬遷の経学﹈︵﹃哲学研究﹄三一七︑一九一八︶︑豊田穣

﹃公羊﹄・﹃殼梁﹄の引用

﹁漢初の公羊学と史記﹂︵﹃漢学会雑誌﹄二一二︑

③

第開章

﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の引用として広義には︵一︶三伝いずれとも判別がつかぬもの︑︵二︶書法・訓詰の間接的利用︑︵三︶表

現・情報の直接的な引用︑の三類が挙げられる︒以下に順次考察を加えよう︒

第一は︑三層乃至は二伝の表現・情報が馴致であるため︑﹃史記﹄がいずれを引用したのか判別できない事例である︒

魯年表桓十五﹁︵イ︶天王求車︑︵ロ︶非礼﹂の︵イ︶は経文﹁天王使家父来求車﹂に拠るが︑︵ロ︶は三伝ともに﹁非礼也﹂と
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あり︑いずれに拠るかを特定することができない︒すなわち︑表現上判別不能の事例である︒また斉年表桓二十三﹁伐山
①
戎︑為燕也﹂は情報上︑﹃左伝﹄荘三十・﹃穀梁﹄荘三粗いずれの引用とも看散しうるものである︒また宋世家桓三十一﹁未

葬︑鼠壁桓公会諸侯干葵丘︑嚢公平会﹂の﹁照臨﹂の原拠としては︑僖九経文﹁夏︑公会宰周公・斉侯・宋子・衛侯・鄭

伯・許男・曹伯子葵丘﹂に対する﹃左伝﹄﹁未園丁襲公会諸侯︑故日子﹂・﹃穀梁﹄﹁宋其黒子何也︑墨筆箔置也﹂を挙げう
るが︑やはりいずれとも特定しがたい︒

次に指摘されるのは﹃公羊﹄の書法・訓詰が間接的に利用される事例である︒

公観魚干業︑君子識之︑︵魯年表隠五︶

鎌田氏は︑
︵イ︶

二年︑以宋之賂鼎入於太廟︑君子機之︑︵魯世家桓二︶

以千畝戦生仇弟成師︑二子名反︑君子識之︑後鼻︑︵晋年表冬蔦︶

宋賂以鼎︑入於太廟︑君子識之︑︵魯年表桓二︶

︵律︶

︵ハ︶

②
の﹁君子談之﹂を﹁左伝の具体的人物を抽象化して君子と称するもの﹂と解する︒確かに﹃左伝﹄の対応する記事には︑

それぞれ︵イ︶戯省筆・︵ロ︶卸町伯・︵ハ︶師服の批判がみえ︑この解釈は一応首肯される︒ところが﹁君子機之﹂の全ての

事例にこの解釈が妥当するわけではない︒先ず︑魯年表桓三﹁擢迎女︑斉転送女︑君子識之﹂について︒経文﹁︵二︶公子

蔑如斉逆女︑︵ホ︶九月︑斉侯送出煮干謳﹂に対し︑﹃左伝﹄は︵ホ︶に﹁非礼也﹂︑﹃穀梁﹄は︵二︶に﹁非正也﹂︑︵ホ︶に﹁非

礼也﹂︑﹃公羊﹄は﹁讃︑⁝非礼也﹂とそれぞれ論評を加える︒鎌田氏はこの﹁君子識之﹂を﹃左伝﹄の﹁解経の文﹂たる
③
﹁非礼也﹂の引用とするが︑この見解は先ず﹁君子識之﹂が﹁具体的人物の抽象化﹂に限られないことを示す点で先の解

釈に動揺を与えるし︑抑も﹁非礼也﹂を三聖が共有する以上︑これが専ら﹃左伝﹄に拠ると断定することはできない︒更

に︑魯世家隠八﹁八年︑与邸易天子之太山之邑肪及上田︑君子壁画﹂・魯年表隠田﹁全霊田︑君子識之﹂は隠八経文﹁三月︑
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鄭誤認宛来帰肪︵公穀雨︶﹂・﹃左伝﹄﹁鄭伯請釈泰山之祀而祀罵倒︑以泰山之肪易黒田︑三月︑鄭伯使宛来帰肪︑不語泰山也﹂

④

に拠るが︑﹃左伝﹄・﹃公羊﹄にはこの﹁君子機之﹂の原拠となる論評はなく︑﹃穀梁﹄﹁名宛︑所以財鄭伯悪与地也﹂に拠る
ものと考えざるをえない︒

一体︑﹁識﹂は殊に﹃左伝﹄ではむしろ稀見

要するに︑﹃史記﹄の﹁君子識之﹂は三無に種女の形式でみられる批判的論評を簡約に引用するために用いられる表現以
上のものではありえない︒むしろ考えるべきは︑この表現の由来であるが︑

に属し︑何より﹃公羊﹄の解経に頻見する常套語であって︑﹁識﹂が三七例︑﹁何年爾﹂が三九例もみえる︒かく考えると

﹁君子識之﹂なる表現は﹃公羊﹄に由来するとすべきものとなる︒鎌田氏の挙例︵イ︶ゴ︵ハ︶のうち︵イ︶︵ロ︶に対応する

﹃公羊﹄の記事には﹁何以書︑畿︑何識爾︑⁝﹂なる﹃公羊﹄に頻見する書式の論評が付されている︒︵ハ︶に対応する記

事が﹃左伝﹄桓この経文とは独立した部分にのみみえ︑従って少なくともこの事例に限っては﹃左伝﹄の具体的人物の論

評を﹁君子談之﹂なる表現でまとめたことが確実であることを勘案すると︑︵イ︶︵ロ︶についても戯薄葬・戯哀伯の論評が

意識されていた可能性は決して否定できない︒しかし︵イ︶︵ロ︶が﹃左伝﹄に拠るとしても︑一方で﹃史記﹄が﹁君子識之﹂

なる表現を採用することで同時に﹃公羊﹄をもふまえていると考えることは同様に可能であろう︒かかる次第で︑殊に

︵ハ︶については﹃左伝﹄の論評を﹃公羊﹄の書法を以てまとめたものと考えられるわけだが︑こうした解釈は更に進んで
﹃左伝﹄の記述が﹃公羊﹄の訓話によって解される事例によって傍証をえよう︒

郵世家﹁三年︑相子白壁自立為君︑公子直写使註説殺相子駅粗代之︑子孔雪雲自立﹂は﹃左伝﹄嚢十の﹁於是子駆当国︑

⁝子孔為司徒︑⁝尉止⁝帥賊以入︑農攻執政子西宮之朝︑電子醐︑⁝耳孔知之︑故不死︑⁝子孔当国﹂に拠る︒問題とな

⑤

るのは︑鄭世家が﹁当国﹂を﹁自立﹂と解する点である︒一体︑﹃左伝﹄では﹁当国﹂は﹁摂三富也﹂︵嚢十脚注︶であるに

過ぎず︑﹁自立﹂を示唆する語では決してない︒ところが︑隠元経文﹁郷伯克段予郡﹂に対する﹃公羊﹄﹁段者何︑鄭伯之

雲量︑何以不称弟︑当国也︑其地何︑当国也﹂の何冠注に﹁欲当国為之君﹂とある如く﹃公羊﹄において﹁当国﹂とは正
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⑥
に﹁自立﹂を方向付ける語となる︒鄭世家は正にこの﹃公羊﹄の用法に従って﹃左伝﹄を解したものである︒﹃史記﹄が

﹁当国﹂を呉世家﹁懸札賢︑因果夢総立之︑黒垂譲不可︑於是乃立長子諸奨︑摂行事当国﹂・魯世家﹁恵公卒︑蘭留子息

⑦

摂当国︑行君事﹂の如く︑本来あるべからざる即位の場合についてのみ用いていることはこれを傍証しよう︒

次に﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄が直接引用される事例を検討しよう︒専一︵97頁以下︶はそれらを表示したものである︒大半が﹃左

⑧

伝﹄との折衷の形式で﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄を引用する事例であることは﹃史記﹄の春秋期の記述における﹃左伝﹄の引用の

圧倒的な多さや︑同一事件について﹃左伝﹄の情報が﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄と矛盾する場合︑専ら﹃左伝﹄が優先されること
と相倹って歴史記述に関して﹃左伝﹄を優先する﹃史記﹄の立場を改めて確認させる︒

事件の記述が全く﹃公羊﹄に拠る事例でも︑そのことが﹃左伝﹄の排除を意味するわけではない︒︵7︶斉滅紀の遠因た

る斉哀公烹殺は﹃公羊﹄のみにみえる︒︵11︶桐之盟の詳細な経緯は﹃公羊﹄に記されるのみで︑﹃左伝﹄はその具体的内

容には触れず︑﹃穀梁﹄には﹃公羊﹄を拠ると覚しき簡単な記述がみえるのみである︒︵4︶陳侯佗死については桓六経文に

対して﹃公羊﹄が具体的な経緯を附し︑﹃史記﹄はこれに拠る︒﹃穀梁﹄もほぼ引致であるが︑﹁淫﹂を﹁淫猟﹂に作るなど

派生的な表現を採る︒﹃左伝﹄はこの経文には言及せず︑荘二十二の追記的記述も殺害の具体的経緯には及ばない︒︵6︶

魯文姜出奔については経文に﹁夫人孫干斉﹂とあるが︑﹃左伝﹄は﹁姜氏﹂と称さない所以を説くのみで︑魯世家の原拠た

りうる部分は﹃公羊﹄にのみみえる︒これらは﹃左伝﹄に拠るべき記事がないため結果的に全く﹃公羊﹄に拠ることにな
ったものである︒

論賛などで公羊説が多く用いられることは既に指摘されており︑例えば宋世家論賛は宋宣公・嚢公について﹃公羊﹄隠

は保留するにしても︑と

三・僖二十二を引用する︒この事例では宋世家の本文がそれぞれ論賛とは正反対の左氏説を用いていることが注目される︒

﹃史記﹄制作の重層性の問題−例えば世家本文は司馬談︑論賛は司馬遷とする仮説の是非

まれこの事例で論賛は左氏説を排除し公羊説を採用する二者択一の判断をはたらかせている︒しかしながら︑同じく﹃公
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羊﹄・﹃穀梁﹄に拠る論評を引用する場合でも︑論賛以外の部分では愚民説の意図的な排除はまず認められない︒︵10︶15

︵h︶︑16の三位に関する論評は﹃公羊﹄に︑また︵26︶︵b︶の伯宗に関する論評は﹃毒婦﹄に拠るが︑﹃左伝﹄はこれらの

事件についてはその事実関係を論評抜きで記すのみである︒これらは﹃左伝﹄に抑も用いるべき論評が欠如する事例であ
って︑﹃左伝﹄の排除を意味するわけではない︒

特定行為をなした主体やそれがなされた動機が﹃左伝﹄において漠然としているため︑﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄を用いて明白化

﹁宋人請之︑宋公平之﹂と︵a︶相当部分の直後に︵e︶椙当部分が続くが︑宋世家は間に︵c︶︵d︶を挿入して些か通じ難く
⑪
なったため﹃公羊﹄に拠っていわば﹁つなぎ﹂として︵b︶を挿入しているのである︒

より付随的な情報が挿入附加される事例がある︒15︵b︶﹁萬帰寂﹂に相当する句は﹃左伝﹄にはみえない︒﹃左伝﹄は

る﹁腫﹂字の使用を避けたものであろう︒﹃史記﹄のかかる姿勢については後述する︒これは事件の経緯そのものの一部
⑩
が﹃左伝﹄に欠けるため公羊説を以て補った事例である︒

のものについて﹃公羊﹄﹁搏関公黒黒腫﹂を用いず︑︵d︶の﹁博﹂を敷術して︵f︶﹁遂以局殺酒公﹂とするのは稀見に属す

﹃左伝﹄には﹁宋萬重盗公子蒙沢﹂とあるのみである︒宋世家はこれだけでは漠然としていると考えたためか︑おそらく
⑨
は︵9︶﹁干所沢﹂からの類推で︵c︶﹁幡公三思宮津猟﹂を附し︑更に﹃公羊﹄に拠って︵d︶﹁因博言行﹂を附す︒斌殺そ

﹃左伝﹄にみえない﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の情報が挿入・附加される場合がある︒︵10︶麗麗空死15の礼冠そのものの経緯は

の具体相を少しく検討してみよう︒

残りは更に進んで記事そのものを構成する情報・表現について﹃公羊﹄・﹃無梁﹄を﹃左伝﹄と折衷する事例である︒折衷

れた﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の解説である︒これらは﹃左伝﹄が経文の些か難解な表現をそのまま用いた場合に限られている︒

鄭伯帰肪2︵b︶は﹁許田﹂︑3︵b︶は﹁肪﹂︑︵28︶呉王諸奨死︵b︶は﹁門﹂︑︵29︶呉王除祭死︵b︶は﹁閣﹂にそれぞれ附さ

﹃左伝﹄と﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の折衷例の若干は﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の論詰を﹃左伝﹄の記事に挿入したものである︒︵2︶
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したものがある︒︵12︶魯駒澤死︵b︶︵c︶の﹃左伝﹄の相当部分は﹁問後於叔牙︑対日︑慶父材﹂と作るのみで︑互恵が慶

父を推した動機が若干不明瞭である︒そこで︵c︶相当部分について魯世家は﹁魯一生一及﹂なる礼説をもつ﹃公羊﹄の方

を採用する︒︵24︶郡克使斉︵b︶﹁斉頃公母﹂・︵25︶難球之盟42︵bノ﹁郡克﹂は﹃公羊﹄に拠るが︑﹃左伝﹄の相当部分はこ

れらをそれぞれ﹁婦人﹂・﹁晋人﹂に作る︒晋世家は︑母娘が墨池の母の質を要求したのは彼女に笑われたためだという﹃公

⑫⑬

一方で︑特定の事件の記述に際し︑﹃左伝﹄に相当部

羊﹄の経緯を採用すべく︑﹃公羊﹄に従ってこれらを具体化し︑﹃左伝﹄においては不明確な︵24︶︵25︶の因果関係を明らか
にしているわけである︒

以上は﹃左伝﹄にみえない情報が挿入附加される事例であるが︑

分があるにも関わらず﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の表現が採用される事例がある︒

かかる選択は平易かつ明確な表現に対する﹃史記﹄の志向性に基づく︒︵19︶晋筍息死︵b︶が﹃公羊﹄を採用するのは︑

﹃左伝﹄の相当部分の表現が些か抽象的で難解であるからであろう︒︵13︶魯共融死︵f︶﹁慶父聞契轟音﹂の原拠として︑

⑭

﹃左伝﹄﹁世尊日︑長男之繋留﹂・﹃公羊﹄﹁慶応豊強日︑噂︑此二目翁面也﹂と二伝はほぼ同致であるが︑魯世家はせりふ

を地の文に改める簡潔化の過程で﹃公羊﹄の﹁聞﹂なる表現を採用し︑結果的に﹃公羊﹄に拠っている︒

また︑人名・地名などが繁雑であるため﹃左伝﹄が排される場合もある︒︵13︶︵d︶﹁乃使大夫鍵斯﹂は﹃公羊﹄﹁使公子

鍵喜入請﹂に拠る︒﹃左伝﹄は﹁使公子魚請﹂と奨斯の誰﹁公子魚﹂を用いる︒﹃左伝﹄では韓・字・論がことわりなしに

併用されるが︑﹃史記﹄は一般に一人の人物には一つの称謂のみを用いて明確化をはかる傾向がある︒︵13︶の﹃公羊﹄採
⑮
用はそのためであろう︒また︑︵25︶婁婁之盟41︵k︶︑43145が﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の﹁侵地﹂を採用するのは﹃左伝﹄の相
⑯
当部分が﹁使斉人帰我波陽之田﹂と具体的地名を挙げて繁雑であるためである︒

訓塁上の理由で﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の表現が採用される場合もある︒︵12︶︵a︶の﹁荘公病﹂は﹃公羊﹄に拠る︒﹃左伝﹄の

⑰
相当部分は﹁公卿﹂に作るが︑他に﹁疾﹂を﹁病﹂に改める事例が少なからずあることからも諒解されるように︑この場
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⑱

合の﹃公羊﹄の採用は﹁病﹂の方が﹃史記隔当時の言語感覚においてより普通の表現だったためであろう︒

﹃左伝﹄と﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄を比較した場合の選択基準を推測したわけだが︑同様の基準は﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の間にも

⑲

存する︒︵24︶郡克使斉︵e︶﹁都響盤﹂が﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄ほぼ同致であるにも関わらず﹃穀梁﹄﹁晋郡克砂﹂を採用するの
は︑﹃公羊﹄﹁客或鞍或砂﹂が些か漠然としているためであろう︒

表現上の理由で﹃左伝﹄が排除された事例を検討してきたが︑その他﹃公羊﹄・﹃無梁﹄の選択的採用の動機を説明しう

るものとしては︵1︶魯隠即死︵b︶が挙げられる︒この事例では﹃左伝﹄の﹁不書即位﹂の代わりに﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の﹁不

言即位﹂が用いられている︒これは︑﹁毛書﹂が解経以外には用いえない文言であるため経文とは独立の体裁を採る﹃史

記﹄では用い難いのに対し︑﹁不言﹂も同じく石経の文言ではあるが︑こちらは﹁魯人共令息摂政﹂と連ねれば﹁︵魯人が︶

即位としなかった﹂の意によみかえることができ︑修辞上可能な表現となるためであろう︒ある語を引用しつつ本義とは

・別の郷貫を用いてよみかえてしまう事例一単なる誤訓の場合もあろうが︑意図的なものが多いようである一は他にも
⑳⑳
若干例挙げることができる︒

以上︑﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の情報・表現が直接引用される事例について︑その引用の実態を確認し︑そうした引用がなさ
れた動機について一応の検討を行った︒所見を簡単に整理すると次のようになろう︒

一 ﹃左伝﹄に用いるべき記述が全く欠けている場合を除き︑﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の引用は左氏説に公話説・穀梁説を折衷
するという形態において行われる︒

二 ﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の情報が引用される場合︑その情報は﹃左伝﹄に欠けていることが一般であり︑従ってこの場合
﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の引用は﹃左伝﹄の排除を意味しない︒

三 ﹃左伝﹄の代わりに﹃公羊﹄・﹃論点﹄が採用されるのは︑﹃左伝﹄の記述が﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の相当部分に対して難

解・繁雑である部分にほぼ限られる︒すなわち﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の優先は一般には﹃左伝﹄の情報の基本的要素を損
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なわない表現上のレヴェルに限って認められるに過ぎない︒

さて︑﹃公羊﹄・﹃骨梁﹄引用そのものについては︑如上の個々の事例に対する個別的検討だけでは説明しきれない問題
が残されている︒

第一の問題は︑同一事件の記述に際して﹃左伝﹄と﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄の折衷のありかたや︑更には折衷の有無さえもが

﹃史記﹄において必ずしも一貫していないことである︒例えば︑︵22︶・︵25︶・︵33︶は﹃左伝﹄と﹃公羊﹄・﹃愛野﹄との折

衷が複数の世家で行われているが︑公羊説・穀悪説が採用される部分は必ずしも一致しない︒一方︑︵9︶楚世羅は楚世家

では穀定説に拠り票金車が釈放されたとするが︑票世家．票年表では哀侯は楚に抑留されたまま卒したとする︒また︑︵20︶

殿之戦について秦本紀は公図説．穀梁説に拠り晋雲霧が出師を主張したとするが︑晋世家は全く左氏説に拠り︑先駆の主
⑫
張とする︒これらの事例は︑

︵イ︶ ﹃史記﹄が﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄を引用する場合︑養女の記事における﹃公羊﹄・﹃雪避﹄の引用部そのものには﹃史

記﹄の記述における不可欠性を認めることがでぎないこと︑換言すれば︑﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄からの引用部そのものの
選択は多分に偶然的なものであること︒

︵群︶ 複数の箇所にみえる特定の事件については︑引用部が一貫していないにも関わらず︑それぞれについて﹃公羊﹄

・﹃穀梁﹄が引用されること︑換言すれば︑﹃史記﹄にとってはそれらの事件に関する公羊説・穀梁説そのもの以上に︑

むしろ﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄がそれらの事件に言及しているという正にその事実が引用の動機として本来的により重要で
あったこと︒
を示唆している︒

ここで第二の問題が浮上してくる︒すなわち︑その記述に際して﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄引用が行われる事件︵以下これらを﹁採
用例﹂と便宜的に略称する︶は抑も如何なる判断のもとに選択されたのかということである︒
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確認すべきは︑﹃史記﹄当時の公君家・穀醐汁が春秋期の如何なる事件に関心を有していたか︑そして︑それらの事件

と﹃史記﹄における公理説採用例との関係の如何である︒公曽池については︑これを検討するための好箇の素材として︑

董仲艀﹃春秋繁露﹄がある︒董仲訂が占めた位置を想起するならば︑この書が当時の公壇家の関心を最も明白に示すであ

ろうことは容易に諒解されようし︑更に︑先学が既に指摘しているように︑﹃史記﹄の﹃春秋﹄そのものに対する雷及に董

氏の影響が顕著に認められることは︑その公羊響町用例選択に関しても華氏の公羊学が単なる同時代性以上のより直接的

な関連を有しえたことを予測させる︒ここで用いるのは︑﹃春秋﹄を直接話題とする楚荘王より雪上消息に至る﹃春秋聖

書﹄冒頭の九篇である︒もとより﹃春秋繁露﹄の成書には疑問が塗せられているが︑よし︑この九篇︵以下この部分を﹃繁

露﹄と総称する︶が董氏の自作でないにしても︑公羊家の﹃春秋﹄そのものに対する関心の所在を最も明白に示すものには
⑳
相違ない︒

附一に拠出した事件について︑﹃繁露﹄の言及状況を確認したのが附二である︒殆どが﹃繁露﹄においてもかなりの頻度

で言及されていることは一見して明らかである︒この事実は︑﹃史記﹄の公羊説採用例の選択が︑その全くの独創に係る

ものではなく︑当時の公羊家の関心の或る部分をかなりの程度において反映していたことを示唆している︒

更に指摘すべきは︑﹃史記﹄の春秋期の記述全体の中で一見無作為に選択されたが如きこれらの事件が︑当時の公駅家

においては相互に連関するものと看散されていたことである︒例えば︑玉杯の後半は群雲公死・晋趙盾斌霊公．卜居公死

・楚公子毒婦霊王の四例を挙げて殺殺を論ずるが︑前二例は附一にみえる︒また︑玉英の﹁非其位而即之﹂以下の一節は

宋謬公・古習僚・塁砦公・斉桓公・魯認諾の継承を話題とするが︑魯桓公の継承及び心当公については何之盟−玉英は

一体︑﹃公羊﹄裏二十九において︑諸奨より閣鷹に至る呉の王位継承の次第は︑季札譲国を主題と

異常な即位ののち桓公が自重した証左としてこれに言及する一のことが附一にみえる︒富者僚即位について﹃史記﹄は
左氏説を採用するが︑

する一つの説話として扱われている︒﹃史記﹄は馬形死・籐祭死については公羊説を採用しており︑このことは﹃二心﹄と
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単二

王道4
玉英︑王道

玉英︑精華︑王道4︑随本消息

玉杯︑王道2︑滅国上︑随本消息

ジ

楚荘王2︑竹林︑玉山3︑精華4︑王道3︑滅国士

︵1︶魯隠公立︵3︶魯隠公死⁝玉杯︑竹林︑玉山︑王道5︑滅蟹上
︵2︶鄭伯帰肪
︵4︶陳侯佗死閃王道2

精華
精華︑王道4

竹林︑王道3︑減国上

竹林︑王道3︑滅管下

︵5︶目玉公死︵6 ︶ 魯 文 姜 出 奔

︵7︶三山紀
︵9︶楚伐察

︵8︶衛恵公復位
︵10︶宋酒公死

楚三王︑玉英︑精華︑滅国語

精華︑王道

楚荘王︑精華︑王道4︑滅国別

︵12︶魯荘公死︵13︶魯実写死︵14︶魯哀姜死

︵11︶当山盟
︵15︶城楚丘
︵16︶執陳穣濤塗

︵17︶晋太子申生 死 ︵ 1 9 ︶ 晋 筍 息 死

精華︑王道3︑減国上2

竹林︑王道2

竹林︑王道

︵21︶晋趙盾二君
竹林

︵20︶殺之戦

︵18︶晋滅虞

︵23︶尊墨王伐宋

︵22︶楚遺憾伐鄭

王道

︵24︶郡克使斉︵ 2 5 ︶ 亥 婁 之 盟 ⁝ 竹 林 ︑ 玉 英 ︑ 精 華 ︑ 王 道 2
︵26︶梁山崩
︵27︶宋重石

玉英︑精華︑王道3︑証本消患

︵28︶呉王土奨死

︵29︶呉王除祭死

楚二王2︑随本仏恩

︵31︶薬昭公如楚︵32︶呉伐楚一王道3︑減国上

︵30︶魯昭公如晋
︵33︶爽谷之会
︵34︶堕三都

楚二王︑随本消患

︵35︶斉悼公立

︵36︶獲麟

﹃史記﹄とが︑直接言及する部分

は異なるものの季札説話への関心

を共有していたことを暗示する︒

精華﹁春秋之聴嘱託︑⁝首悪者罪

特重︑⁝﹂以下の一節が言及する

逡妻戸・猿濤塗・公子慶父・闊盧

の四者のうち︑猿濤塗・公子慶父

のことは附一にみえ︑關鷹のこと

は季札説話の一部である点︑先の

呉王僚と同様であり︑また逢丑父

のことは附一の郡克使斉・嚢婁之

盟とともに一つの説話を成してい

る︒また﹁首悪者罪壮重﹂はやは

り附一にみえる晋隠遁に関わる公

羊説である︒王道にはかかる事例

が最も多い︒一例のみ挙げると︑

﹁孔父・葡息・仇牧・呉季子・公

子目夷︑知忠臣之効﹂なる一節の

筍息・仇牧のことは附一にみえる︒

（909）

81

公穀説採用例のうちr繁露』が一一つの説話として扱うものは一項目にまとめた。またr繁露』
の一篇に二重以上言及されている場合はその國数を篇名に附した。
※

﹃史記﹄の公羊説採用例の大半は︑このように﹃繁露﹄において相互に関連する事件として扱われるか︑或はそれらの

事件とともに﹃公羊﹄における一つの説話を成していることが一般であり︑このことは︑﹃史記﹄におけるそれらの事件の

選択が決して個捌道・偶然的なものではなく︑それらに関連性を与えるような公直家の観点を意識した上でなされたこと
を改めて確認させる︒

しかしながら︑春秋期に対する両老の関心はもとより全く重なるわけではない︒この問題は些か視点を変えれば︑抑も

﹃史記﹄が春秋期の如何なる動向を重視し︑そうした動向を記述するための素材として︑﹃公羊﹄のみならず春秋経伝を

︵11︶桐之盟17・18・20は﹃呂氏春秋﹄貴信︑︵32︶呉伐楚53−56︵b︶

は﹃呂氏春秋﹄首時・﹃灘南子﹄泰阜と表現的に重なる部分があり︑厳

⑦

どのように取捨選択したのかという問題によみかえることができる︒章を改めて考察を進めよう︒
鎌田前掲書一五七1〜六五頁はこの二例を﹃史記﹄において﹃左伝﹄

の解経の文を引用した も の と す る ︒

①

あるが︑これらが﹃左伝﹄にみえないという本章の論旨にはさして影

密には﹃呂氏春秋﹄・﹃灌南子﹄の公下説が参用されたものとすべきで

響がないため︑附 にその参用の次第を示すことは敢えて省略した︒

②鎌田前掲書一五一1一五七頁︒
もっとも﹃春秋繁︑露﹄王道にはこの事件に対する批判的論評が四見

③同上一五七i一六五頁︒
する︒附二参照︒こちらに拠ったとも考えられるが︑いずれにせよ左

④

く否定することはできないが︑附一に列することを控えた︒︵イ︶楚世

また︑次の︵イ︶1︵ハ︶の諸早事については公穀説に基づく可能性を全

十五﹁善玉有子四人﹂以下の一節はそれぞれ﹃公羊﹄昭十三・二十九

家霊十二﹁楚霊王楽乾難︑不能去也︑国人苦役﹂及び︑呉世家寿夢二

氏説の存在は確認でき な い ︒

﹃左伝﹄が﹁当国﹂を用いる審例としては他に裏二﹁於是子軍当国﹂

・裏十九﹁郷人賊子展当国﹂・裏二十七﹁口封当国﹂の三条があり︑い

⑤

に情報の点で重なるが︑表現がかなり異なるため引用に基づくものと

裳公二十二年とする︒三伝には言及がなく︑袈二十一公羊経に﹁十有

は断定できない︒︵ロ︶孔子生の年次を魯世家・魯年表・孔子世家は魯

ずれもこの意味である ︒

氏︑当扇也﹂︑︵ロ︶荘九経﹁斉小白塗予斉﹂︑徴﹁禺為以国氏︑当国也︑

﹃史記﹄が孔子生を裏二十二とするのは公蝦蟹を誤用したものとも考

一月︑庚子︑孔子生﹂︑穀梁経に﹁冬十月⁝︑庚子︑孔子生﹂とある︒

⑥﹃公羊﹄はこのほか︑︵イ︶隠四経﹁衛州野試其再認西︑伝﹁掲為以国

其言入何︑訓辞也﹂︑︵エ︶昭二十二経﹁劉子・単子以玉蔵居予皇﹂︑伝

﹁平侯立而殺隠太子︑故平織卒而隠太子之子東国攻平侯子虫代立︑是

えられるが︑独自の材料に拠った可能性も否定できない︒︵ハ︶薬世家

﹁中称王命何︑当国也﹂︑︵二︶哀六経﹁斉陽生入干斉﹂︑伝﹁試而立者︑

不以当国之早言之︑此其以当国之三期之何︑為該也﹂と四箇所で﹁当
国﹂を用いるがいずれの歯茎もこの解釈に妥当する︒
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史記述春秋経伝小考（吉本）

為悼侯﹂・察年表﹁︵a︶︵平侯九年︶平戸麗︑霊公孫東国管掌侯子而自

出奔楚﹂︑伝﹁東者︑東国也﹂に拠るかの如くである︒しかしながら

立︑︵b︶薬悼侯東国元年︑奔楚﹂⁝︵b︶は昭二十一穀梁経﹁冬︑瓜田東

︵a︶は世家の傍線部に重なり︑これが世家をふまえたことは確実であ

﹁沢﹂は田猟地として用いられた︒﹃周礼﹄地盛沢虞に﹁若大田猟︑

が矛盾する事例について﹃史記﹄は悉く﹃左伝﹄に拠っている︒

採薬沢野及弊田植虞旋以属禽﹂とある︒

⑨

︵i︶︑︵30︶︵c︶︑︵32︶53156︵b︶︑︵35︶62︵f︶・63︵c︶を挙げうる︒

︵o︶︑︵18︶︵e×f︶︑︵20×ク︶1︵ス︶︵ソ×ハ︶︑︵22︶36︵b×d︶・37

⑩同様の事例として︵5︶8︵b×d︶・9︵b︶︑︵9×b︶︑︵17×一︶一

折衷の可能性は否定しがたいが︑この一連の記黙はむしろ﹃史記﹄独

ないものが特に補われた事例である︒

また︵3×a×e︶︑︵22︶37︵d︶︵f︶はせりふについて﹃左伝﹄にみえ

るが︑平侯が隠太子を殺したとすることは春秋経伝にみえず︑穀梁説

復位12113︵a︶は﹃春秋繁露﹄減国上﹁衛侯朔固事斉裏﹂に︑斉世家頃

27︵a︶・29︵a︶は特定行為の主体を︑また︵15︶26︵aY27︵a︶・28

⑫︵8︶12︵aY13︵a︶︑︵14︶23︵cY24︵aY25︵a︶︑︵15︶

うる︒

⑪同様の事例として︵3×c︶︑︵12×d︶︑︵13×b︶︑︵20×ヌ︶を挙げ

自の系譜史料に基づくものと考えられる︵前稿参照︶︒また︵8︶衛恵公

十一﹁帰而頃公弛苑圃﹂以下の一節は同・竹林に拠った可能性があり︑

更に孔子世家﹁拠魯親周故股︑運之三代﹂は明らかに同・三代改制質
文に拠るが︑いずれも公羊説とはいえ﹃公羊﹄そのものの引用ではな

︵b︶︑︵24×e︶︑︵34︶60︵bY61︵a︶は動機を明白化すべく公穀説が

いので附一に列することを控えた︒なお附一に示した如く︵17︶・︵18︶
・︵20︶・︵23︶・︵33︶では﹃呂氏春秋﹄・﹃潅南子﹄・﹃韓詩外伝﹄・﹃新語﹄

その他︑︵14︶魯哀二死23︵a︶・25︵a︶は哀姜が桓公の女弟であるこ

採用された事例である︒

⑯同様の事例として︵33︶57︵hY58︵e︶を挙げうる︒

それぞれ談を嗣いるためこれを避けたものである︒

⑮︵21×q︶︑︵35︶62︵aY63︵a︶は﹃左伝﹄が﹁宣子﹂・﹁陳僖子﹂と

げうる︒

⑭同様の事例として︵20×エ︶︵ト×ナ︶︑︵25︶41︵d×fY42︵d︶を挙

とを補ったものである︒

⑬

が参用されている︒﹃呂氏春秋﹄の︵17︶上徳には左穀折衷︑︵18︶権勲

これら戦国末・前漢初の

・︵20︶南部には叢薄折衷が認められ︑︵23︶﹃韓詩外伝﹄二；一は﹃公
羊﹄︑︵33︶﹃新瓠㎎﹄緋惑は﹃穀梁﹄に拠る︒

諸文献に散見する春秋経伝の引用については︑三面成立の問題も絡み

若干の事例を挙げよう︒隠元経﹁鄭伯克段子郡﹂の﹁克﹂を﹃公羊﹄

複雑であるので測稿で 論 じ た い ︒

⑧

経﹁甲戌︑己丑︑陳侯飽卒﹂について﹃公羊﹄は﹁減也︑甲戌之日亡︑

⑰鎌田前掲勲爵二三頁︒

・﹃穀梁﹄は﹁殺﹂とするが︑﹃左伝﹄では段が出奔したとする︒桓五
己丑之日死而得﹂とし︑﹃穀梁﹄もほぼ同筆であるが︑﹃左伝﹄は﹁公

⑯

梁﹄の表現を採用したものであろ︒

・39︵b︶﹁炊﹂は﹁発﹂・﹁塁﹂に作る﹃左伝﹄を避けて﹃公羊﹄・﹃穀

同様の事例は枚挙の暇がない︒例えば︵17︶︵q︶﹁死﹂︑︵23︶38︵c︶

疾病而乱作︑国人分散︑故創価﹂とする︒槙十七経﹁冬︑十月朔︑日
食有之﹂について﹃髭面﹄は﹁二幅不言日︑食既朔也﹂とするが︑﹃左

が採用される場合もある︒︵21×r×s︶はその例である︒

⑲これらの事例とは逆に﹃左伝﹄が簡潔に過ぎるため﹃公羊﹄・﹃穀梁偏

伝﹄は﹁不書日︑官失之也﹂とする︒文十四経﹁尋人納捷︵公作接︶
蓄予邪︵公作郷婁︶﹂の﹁晋人﹂を﹃公羊﹄は心葉︑﹃穀梁﹄は郡克と
するが︑﹃左振﹄は趙盾とする︒これら﹃左伝﹄と﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄
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⑳︵9︶︵b︶﹁釈﹂は﹃穀梁﹄の原義が﹁解釈﹂の意であったものを︑

その他︑説話構成の優劣から公穀説が採用されたと覚しき事例があ

﹁釈放﹂の意によみかえたものである︒

斉人境︑孝慈時為博士︑以老帰教授︑斉之言春秋者多受胡園生︑公孫

日原利墨筆は楚荘園以下の五篇を董氏の自作乃至はその真を伝える

弘亦頗受焉﹂

㊧

なお︑輩氏の春秋説は︑﹃漢書﹄五行志にもみえるが︑これは災異説

部分とする見解を示している︵﹃春秋繁露﹄︑明徳出版社︑一九七七︶︒

⑳
る︒︵23︶の﹃公羊﹄及び﹃韓詩外伝﹄公羊説引用や︑︵33︶の﹃穀梁﹄

を知るための素材としては不適当である︒

して殆ど綱羅的に選択された観があり︑董氏が重視した春秋期の事件

に対する関心というよりは︑むしろ災異との冷間的接近のみを基準と

災異発生前後の事件を列挙するものである︒これらの事件はそれ自体

の立揚から﹃春秋﹄所見の災異に一定の解釈を施し︑その例証として

及び﹃新⁝語﹄穀梁説引用は一︵33︶の方は﹃左伝函にみえる孔子の難

解な発言を避けたためでもあろうが一その例である︒
＠︵16︶・︵24︶は斉世家︑︵21︶は趙世象にもみえるが︑これらは全く
﹃左伝﹄に拠り︑やはり折衷の有無が一貫しないぶ例といえる︒

﹃史記恥儒林伝﹁製罐請︑広川人也︑黒煙春秋︑孝景蒔為博士︑⁝

春秋経伝引用の性格

故漢興至干五世之間︑唯母野桑名銀閣於春秋︑其伝公羊氏也︑胡母生︑

⑳

第二章

﹃史記﹄が重視した春秋期の動向それ自体を知るには︑例えば︑論賛・自序などから春秋期に対する評価を抽出整理す

るという方法もありえよう︒しかしながら︑ここでは抽象化された動向そのものではなく︑そうした動向を記述するに際

して春秋経伝が具体的にどのように取捨選択されたのかという問題を解明の対象とするため︑むしろ︑﹃史記﹄の歴史記

述そのものにおいて具体的に如何なる事件が重視されたのか一それらの事件は総体として﹃史記﹄の重視した動向に基

づき﹃史記﹄において再構成された春秋期の時代像と近似的に一致するであろう一が確認されねばならない︒

一体︑﹃史記﹄の本紀・世家には︑自国が関係しないにも関わらず採録される若干の事件が認められる︒附三はそうし

た事件の所在を表示したものである︒これらの事件のうち或るものは個々の国の枠組みを超えた全中国の歴史的動向を示

す事件︵以下﹁春秋大事﹂と略称する︶として重視されたため自国には直接無関係たるにも関わらず採録されたものと思われ
る︒
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Iol×1
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65孔子死

1哀1610ゆ1

1×lo1

しかしながら︑これらの事件の全てにそうした役割を認めることはできない︒直接には無関

係にみえる事件であっても︑実は本紀．世家の当該國との一定の論理的連関を有する事件があ

る︒例えば︑3・7・8などの鄭に関わる事件が鄭世家以外ではほぼ楚世家にのみ採録される

のは︑楚の中原進出を示す事件として45楚属国伐鄭がとりわけ重視されていることにも窺われ

るように︑春秋期における楚の中原進出の前提として︑郵に代表される中原諸国の混乱を記す

ことが楚世家自体の記述にとって必要だったためである︒9・11が楚世家に採録されるのも同

様の理由に拠る︒また︑楚に関わる16・66が楚世家以外では陳世家に︑また宋に関わる55・56

が関係国以外では曹世家に採録されているように︑自国を滅ぼすことになる国の事件は自国の

運命に関わるものとして特に採録されることが多い︒更に︑近接した年次において自国に生じ

たのと類似の事件が他国に生じたため︑それを採録した事例がある︒衛世家に11・12と斌露事

件が採録されているのはその例である︒衛世家では11・12を9総州呼斌君・10魯隠公死1こ

れは明らかに春秋大事であるが11・12と同じ効果をももつ一と太子仮殺害の間に置き︑類似

の事件を年代順に並べている︒同様に晋世家・秦本紀・鄭世家がそれぞれ他国の笈奪事件たる
①
E14・19を採録するのは︑その直前直後に自国で類似の事件が生じているからである︒これ

い︒更に︑郵世家が15皇恩公死を採録するのはその同年に鄭君子盛が同じく斉碑面に殺害され

紀・世家にしか採録されておらず︑その点︑これらそのものを春秋大事と看散すことはできな

とを示すべく採録されたものではあるが︑関係国以外では正にその類似の事件が生じた国の本

らは自国の事件が自国に特有の偶然的なものではなく︑全中国的な時代相に位置付けられるこ

13

るからであり︑察世家が52楚滅陳を採録するのは三年後に察が同じく楚に減ぽされるからであ
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白公勝之乱
66

10目・10】iO■・目○
1哀・7ゆ10回
67楚滅陳

10自Oi回lx1
1哀・6

Io

｛哀・4101010i・1・1010110｝

lo［oi
64斉田常獄二巴

※×は本紀・世家当該扇の事件への闘与がr史記』の記述において確認される事例，○は関与
が示されないにも関わらず事件が採録される事例である。

る︒これらになると同時代性以上の背景の共通性とでもいった連関が認められる︒また33を斉世家が録するのは︑斉認可

ｪ斉︑21・24・27・29・34136・42・47・48・54・59が晋︑25・30・37・39が秦︑38・40・

これらを除いた残りが春秋大事である︒魯隠公元年以降の大事は17・18・20・23・26・28・31・32・41・49・6

死後︑斉の公位継承に宋褻公が介入したことを端緒に発生した斉宋の紛争がこの裏公死を契機に終息したためである︒
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底している︒問題はそれら三国の衰退の局面である︒斉における41・49︑晋における42・47・48・54︑楚における50・5！

いてすでに斉桓・晋文説話の一環として扱われることに求められるが︑﹃史記﹄は晋に関して21・24を加える点︑更に徹

隆から更に衰退の局面が注目されている点である︒覇者興隆を過去に遡って説明することは︑17︑27・29が﹃左伝﹄にお

鰯老に関する﹃史記﹄の記述で更に指摘すべきは︑桓公・文公・荘王を覇業の頂点とする斉・晋・楚について︑その興

る︒先の十二諸侯年表序より﹃史記﹄が斉・晋・秦・楚を覇国と君敬していたことは確実である︒今一国はおそらく越で︑
③
呉に関わる57・63は越の覇業の前提として春秋大事に列せられたものであろう︒

践を挙げるなど出入りがあるが︑﹁五﹂に拘らない﹃呂氏春秋﹄尊師は斉桓・富裕・秦穆・楚荘・呉閣閻・長句践を並諾す

が確認されるが︑春秋期における﹁五覇﹂或はそれに相当するものの存在をを想定するのは前掲の﹃孟子﹄告子下が初見
②
ある︒以後︑﹃筍子﹄王覇は斉桓・言文・楚荘・呉申言・越句践を︑﹃戦国策﹄韓策三は斉桓・細筆・垢面・呉夫差︒越句

覇者の具体的内容については︑﹃論語﹄弓勢に斉桓公・芸文公が対比され︑すでに春秋末期よりかれらを特別視する風

した認識の来源について若干考察してみよう︒

子﹄告子下の三王←五寸←今之諸侯なる図式に既に窺われるが︑﹃史記﹄の覇者に対する認識は今少し複雑である︒そう

興︑更愚管主﹂という発言と相公って︑﹃史記﹄が春秋期を漁者の時代と看期していたことを明示する︒かかる観念は﹃孟

どであることは一見して明らかであるが︑このことは十二諸侯年表序の﹁政由五伯︑⁝斉誓言楚実在成周微甚︑⁝四海迭

63・68が呉に関わるもの︑6・10・22・58・61・65・67がその他となっている︒二者に数えられる大国に関わる記事が
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・53といった事件はもとより﹃左伝﹄に取材したものではあるが︑これらに共通の歴史的意義を与えて列挙するのは︑﹃新

宋裏公は覇老になりそこねた人物︑他は覇
④

更に︑﹃新書﹄胎教︵﹃大戴礼﹄保傅も同じ︶は迂言傍人と夫差︑晋細螺と腐公︑雨量王と簡要を一括対比して

語﹄至徳に晋腐公・斉荘公・楚欝欝・影干公を並号するものが初見であり
者の子孫

いる︒諸国の衰退を一つの歴史的類型として論ずるのはこのように前漢初期にはじめて確認される観念で︑﹃史記﹄はこ
れを踏襲しているわけである︒

覇国たる斉・晋の衰退過程は︑同時に三晋・田斉の成立過程となる︒﹃史記﹄が59︑60・62・64を春秋大事に列するの

はかかる観点に基づくものであろう︒これに関連して指摘すべきは︑67楚滅陳が極めて重視されている点であり︑同じ十

二諸侯の滅亡を記す61雲脂曹に比してそれは顕著である︒これは︑陳世家論賛に﹁舜之徳登簿至契︑禅位於福︑而後世血

食者歴三代︑及楚滅陳︑要田常得政於斉︑卒為建国︑百世不絶︑黒山藪藪︑重土者不興焉﹂とある如く︑陳の滅亡が︑﹃史

記﹄においては田斉の成立と表裏一体のものとされ︑かつ︑六国年表序に﹁三国鴬野卒分書︑田和亦滅斉而有之︑六国之

盛自此始﹂とある如く︑この田斉の成立が三晋の自立とともに戦国期の開始を意味する事件とされたためである︒64斉田

常斌島隠や59苑中行器乱︑或は趙団子の事績などは戦国期以降の文献に頻接するが︑これらを戦書期の開始と位置付ける

見解は︑確かに﹃戦国策﹄採録の最古の事件は三晋霊知伯であるが︑実のところさほど明らかではない︒戦国期を春秋期

に匹敵する一つの時代として明確に定立する⁝tそれ故に︑その分期が強調される一のは﹃史記﹄においてその完成が
確言される観念といえよう︒

このように︑覇者に関わる動向を中核とする﹃史記﹄の春秋時代観は︑直接には前漢初期までに漸次形成された観念が

﹃史記﹄において継受大成されたものと思われるが︑﹃史記﹄が春秋期に関して最も重視したこれらの動向を記述すべく︑

あまたの事件より厳選されたものが春秋大事に他ならない︒従って︑春秋大事に窺われる諸史料の引用状況は︑それら諸

史料に対する﹃史記﹄の根本的立場を最も尖鋭なかたちで示すものと思われる︒こうした見通しのもと︑以下に春秋大事
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の内容を検討し︑それを手掛かりに︑﹃史記﹄の春秋経伝に対する基本的姿勢を分析していくことにしよう︒

ないi−文公朝晋．敗長秋・季文子聰晋のわずか三条を挙げるのみである︒また︑葉書の公羊学では災異に関わる記事へ

その失政を並べたてているが︑魯世家は魯自身に関わる事件としては−但しこれらも魯の国内のみで完結する事件では

かかる関心の希薄さは︑更に魯の如く﹃春秋﹄の中心となる国にさえ及ぶ︒﹃繁露﹄玉杯の冒頭は魯文公を話題とし︑

象からはずされてしまうわけである︒

至っては殆ど無視されている︒これら諸小国は﹃春秋﹄に理解するにも関わらず︑﹁小﹂なるが故に﹃史記﹄の関心の対

特に富国に関わる記事に例外的にみえる事例を除けば︑縢・醜・邪︵驕︶は上の記事にみえるのみであり︑許・菖・邪に

也﹂と説明する︒杷は世家に系譜及び継承に関する記事がみえるのみであり︑十二諸侯年表には最早列せられない︒他国︑

こうした判断を﹃史記﹄は陳杞世家に﹁杞小職︑其事不足称述︑⁝騰・醇・驕︑夏股周之間封也︑小︑不足歯列︑弗論

公死・晋趙盾斌君・楚公子重殺君は春秋大事に列するにも関わらず︑独り許悼歯並にのみ言及しない︒

言及しない︒同様に許三聖死は惚惚に関する事件として﹃藍蝋﹄玉杯・王道にみえるが︑﹃史記﹄はこれと並挙される重三

に﹃史記﹄は独り衛に対する城楚丘には四箇所において言及するにも関わらず︑邪・杷に対する他の二件については全く

においては救邪︵僖元︶・城縁陵︵僖十四︶とともに斉桓公の﹁倦怠﹂として一括して言及されることが一般である︒然る

の偏重︑小国の軽視ということが甚だしい︒例えば︑附一︵15︶城門丘は﹃繁露﹄に頻見するが︑この事件は実は﹃繁露﹄

証を得る︒しかしながらそうした視点は﹃史記﹄に比較すると余程希薄なものというべく︑﹃史記﹄は公羊家に比して覇者

れらはいずれも公暴説を引く︒﹃繁露﹄青本消息に明らかなように︑公羊家ももとより春秋期を覇者迭興の時代とする観
⑤
点を有していた︒このことは春秋大事のかなりの部分が公羊説採用例に重なるか︑或は﹃血忌﹄の言及に係ることにも例

者を比較して最も顕著に重ならない部分は︵10＞・︵12︶・︵13︶・︵34︶・︵36︶といった覇国が直接関係しない事件である︒こ

第一に︑面一の公穀説採用例をこの春秋大事と比較すると︑春秋経伝採用例の選択基準について一定の知見を得る︒両

（918）

90

史記述春秋経伝小考（吉本）

の言及が極めて多く︵﹃繁露﹄王道︑﹃漢書﹄五行志︶かっ重要な地位を占めているが︑﹃史記属は災異関係記事への関心が一

⑥
般に希薄である︒これは一つには﹃史記﹄が災異説の発想そのものに冷淡であったことにも拠ろうが︑今一つには災異関
⑦
係記事が本来的に魯一国に関わるものであったこと一﹃春秋﹄では﹁外絶戸書﹂が原則である一にも由来しよう︒

かかる﹃史記﹄の小国軽視がもとより公羊薬採用例の選択に限らず︑春秋経伝全般に妥当することは容易に諒解されよ
︑つ︒

第二に︑附一と春秋大事の比較は︑春秋三伝相互の位置付けに関する﹃史記﹄の姿勢をも窺わしめる︒先ず指摘される

のは︑駅留説への一定程度の重視である︒附一のうち春秋大事に重な惹のは一〇件であるが︑総三六件と左氏説採用例に

比して圧倒的に少ない角質重心用例において︑この件数はかなり多いというべきである︒更にいえば︑大事に占める公穀

説採用の割合は大事以外に占めるそれよりも余程多いということになる︒このことは︑特に春秋大事の記述に関しては︑

それが大事であるが故に﹃史記﹄が公一説にも留意したことを示すものであり︑その限りにおいて﹃公羊﹄・﹃平版﹄の重
視を意味するものとなる︒

しかしながら︑ここで改めて指摘されるのは︑﹃史記﹄における﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄に対する﹃左伝﹄の優越である︒附一

のうち︵11︶栴之盟・︵14︶魯哀即死・︵15︶城楚丘・︵16︶難陳猿濤塗はいずれも斉桓公に関わるものである︒とりわけ︵11︶は︑
﹃繁露﹄精華に︑

斉桓一翼相之能︑用大国学資︑即位五年︑不能致一諸侯︑於何卒盟︑見其大信︑一年子近国之写糊至︑郵幽之会是
也︑

とある如く︑公羊家は斉桓覇業の開始として称揚する︒然るに﹃史記﹄はこれらをいずれも春秋大事に採らず︑斉桓公の

れらの記述は︑23が﹃左伝﹄・﹃穀梁﹄いずれか原拠不明で︑あとはいずれも左氏説に拠る︒とはいえ23・26・28について

覇業については︑20斉桓公始覇・23斉桓公釜山戎・26斉桓公伐楚・28葵丘之会に触れるのみである︒﹃史記﹄においてこ

91（9ユ9）

はいずれも﹃繁露﹄に言及があり︑公藁家も一応の関心を払っていたことが確認される︒問題は20である︒これは荘十五

経﹁十有五年︑春︑斉侯・宋公・陳侯・衛侯・隻脚会予郵﹂に対する﹃左伝﹄﹁十五年︑春︑復二野︑斉始覇也﹂に拠る︒

﹃穀梁﹄には﹁翌暁監置﹂とあるのみで︑公羊説に至っては﹃繁露﹄精華の上平の記事に﹁郵幽斎会﹂とあるのみで︑﹃公

羊﹄そのものには言及がない︒要するに﹃史記﹄は斉桓公霜業の開始という春秋大事のとりわけ重大な事件について公羊

説ではなく左玩説の判断に従っているわけである︒同一事件を構成する情報について﹃史記﹄が﹃左伝﹄を﹃公羊﹄．﹃懸

垂﹄よりも優先することは既に述べたところであるが︑斉桓公に関わる﹃史記﹄のかかる姿勢は︑歴史記述に際しての事

件そのものの選択や︑更にはそうした選択をなさしめた歴史的認識の側面においても﹃左伝﹄が﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄よりも
優先されたことを確認させる︒

一体︑春秋大事として挙げた事例の大半について︑﹃史記﹄は導ら左氏説によってこれを記述している︒﹁専討﹂を話題

とする﹃繁︒露﹄五星王の冒頭の一節に挙げられた楚荘王殺首夏藩主・楚霊王命斉喪亡・斉桓公専心・晋文公致王のうち︑

斉意企封を除くほかの三条は春秋大事に属するが﹃史記﹄はこれらの記述に際して全く左暴説を用いている︒しかしなが

ら︑このことはそれらの事件に関する公羊説の排除を直ちに意味するものではない︒楚霊王殺慶封について︑﹃公羊﹄は︑
昭四経﹁楚子・察侯・陳侯・一男・頓子・胡子・沈子・潅夷伐呉︑執斉慶封殺之﹂に対し︑

此伐呉也︑其言呈出慶封何︑為斉蘇也︑其為首罪奈何︑慶封走之呉︑呉一軍於防︑然則掲為不言伐防︑不与諸侯専封
也︑慶封之罪何︑脅斉君而乱斉国也︑

なる伝を附している︒﹃史記﹄が全く﹃三絶﹄に拠るのは見ての通り﹃公羊﹄が専ら解毒に終始するため経文とは独立した

﹃史記﹄には引用のしようもなく︑記事の部分︵傍線部︶も﹃左伝﹄に同致であるためである︒殺陳弁徴箭・耳管公致王に

関する宜十一・僖二十八の公羊説もやはり解経に終始している︒これらは﹃史記﹄において用いうる公羊説が抑も存在し

ない事例であり︑公羊説そのものの意図的な排除を意味するものではない︒要するに︑煙る事件に﹃史記﹄が言及する場
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合︑その表現に﹃公羊﹄の具体的痕跡が見あたらぬことが﹃史記﹄のその事件に関する公羊説への無関心を一概に示すわ

けではない︒このことは搬野戦について晋世家が尋ら﹃左伝﹄に拠るにも関わらず︑この事件に関する公羊説に無関心だ

ったわけではない⁝一白に秦本紀の方では公羊説が採用される一ことにも例証を得る︒﹃寒露﹄が言及するような事件

が引用される場合︑よし公羊説そのものが直接採用されていないにしても︑﹃史記﹄が公至尊に関心を有していた可能性
は決して否定できない︒

とはいえ︑先の20が事実上︑﹃左伝﹄特有であったのと同様︑17・36・38・41・43・49・54の如く経文はあっても﹃

羊﹄︵乃至は﹃繁露﹄︶・﹃心誤﹄が言及せず︑或は言及があっても極めて簡略で︑独り﹃左伝﹄にのみ具体的な内容がある事

例や︑21・22・24・34・39・40の如く﹃左伝﹄の経文とは独立した部分にみえる事例が春秋大事にかなり多く数えられる

という事実は︑やはり事件そのものの選択という側面における﹃左伝﹄の圧倒的な優勢を改めて確認させる︒

第三に︑春秋大事の内容は﹃史記﹄が用いえたであろう諸史料中における春秋経伝の史料的位置についても若干の展望

を提供する︒春秋大事について更に指摘すべき重要な点は︑25秦穆公立・31斉管仲曝朋死・62斉飽書評悼公の如く春秋経
⑧
伝にみえぬか︑或は経伝の記述に矛盾する事例が見出されることである︒25・31の年次の確実な原拠は不明であるが︑こ

れらは春秋経伝にみえないものの︑春秋経伝と矛盾するわけではない︒問題は62である︒斉悼公等については哀十経文に

﹁三月戊戌︑斉侯陽生卒﹂とあり︑杜預が﹁以等圧︑故不書斌﹂と注するように︑これが斌殺であったことは経文には窺

えない︒この経文に対し﹃公羊﹄・﹃繁露﹄及び﹃骨梁﹄は何ら言及せず︑﹃左伝﹄には言及があるものの︑殺殺そのもの

については﹁斉旭岳悼公﹂とあるのみで︑その具体的な経緯は不明である︒然るに﹃史記﹄は︑﹃左伝﹄では哀八に訣殺

されたことになっている飽牧︵飽子︶を熱殺の下手人とし︑春秋経伝との矛盾を敢えて犯している︒わずか一例とはいえ︑

春秋経伝に矛盾する︑すなわち春秋経伝以外の史料に由来する記事を他ならぬ春秋大事に列するという事実は︑春秋大事

のうち大半のものが﹃左伝﹄に拠るという事実にも関わらず︑﹃史記﹄が春秋期を記述するに際しての︑春秋経伝の史料
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的地位の相対性を意味するものとなる︒

春秋経伝の相対性は抑も﹃史記﹄における春秋期の設定にも見出される︒十二諸侯年表は﹃史記﹄における春秋期の範

囲を具体的に示すものであるが︑これは﹃春秋﹄の開始に一二〇年先立つ共和元年を始点とする︒このことは﹃史記﹄が

この年を上限とする紀年史料を有していたためこの一二〇年間を三代世表の中に解消してしまうわけにもいかず︑さりと

て独立の年表を作ることもできず︑便宜的に十二諸侯年表に附したという史料上の︑﹃史記﹄にとってはむしろ本来的に

は外的な制約に由来すると考えることも或は可能であろう︒問題は﹃春秋﹄公穀経︵及び﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄︶・左氏経・﹃左伝﹄

それぞれの終点たる哀公十四年︵獲麟︶・十六年︵孔子死︶・二十七年︵哀公の末年︶のいずれをも敢えて採らず︑その終点を

魯雷公十八年︵周章王の末年︶におく点である︒﹃史記﹄が6魯隠公立．65孔子死を春秋大事に列している事実は春秋期を記

述するに際して﹃春秋﹄を諸史料中の特別なるものと看敬していたことを一かつ獲麟ではなく孔子死が選択されたこと

はやはり﹃史記﹄が﹃左伝﹄を﹃公羊﹄・﹃丁丁﹄より優先していたことをil示すものとして留意さるべきである︒しか

しそれにも関わらず魯哀公十八年を十二諸侯年表の︑すなわち﹃史記﹄にとっての春秋期の終点としたことは︑﹃史記﹄に

おける春秋経伝の相対性乃至は﹃史記﹄の春秋経伝に対する独立性を示すものというべきであろう︒

以上の作業により︑﹃史記﹄が春秋期を記述するに際しての春秋経伝引用の性格について得た所見の要点を挙げるなら
ば︑次のようになろう︒

一 春秋大事における公自説採用例の占める割舎が比較的高いことは︑﹃史記﹄の﹃公羊﹄・﹃穀梁﹄に対する一定の重視
を示す︒

二 しかしながら︑同一事件を記述するに際しての情報︑更には事件そのものの選択について﹃史記﹄は﹃公羊﹄・﹃穀

春秋経伝採用例の選択は︑公羊姦濫用例に関して当時の公羊家の一定の影響が認められるものの︑春秋期に対する

梁﹄より﹃左伝﹄を優先する︒

三
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認識−それは前漢初期までに漸次形成された諸概念を﹃史記﹄が継受大成したものと思われる⁝に基づく﹃史記﹄
独自の基準に拠る︒

四 ﹃史記﹄が春秋経伝自体を単なる一史料以上の存在として意識したことは確かだが︑それにも関わらず︑﹃史記﹄

﹃史記﹄における史料的地位の本質

越世家に明らかなように︑﹃史記﹄が越に関する正確な紀年を有さなか

が種々の局面において春秋経伝とは独自の立場を保持していることは春秋経伝の
的な相対性を意味している︒
陳世家が自国の纂試事件たる陳侯佗試太子免の前に9・10を列する

には秦本紀﹁晋定公与呉王誤差盟︑争長於園池︑卒先呉︑呉彊︑陵中

つたというむしろ技術的な制約に因るものと思われる︒一方︑﹃史記﹄

①

のも同様の事例といえる︒実は9については州肝の死に陳侯が関与し

如く呉語に拠って呉を鰯者とする記述もみえるが︑最も詳細な呉世家

国﹂・晋世家﹁定公与呉王夫差詰黄池︑争長︑艶薬暗従︑卒長呉﹂の

たことが﹃左伝﹄隠四にみえ︑衛世家もこれに触れているので︑この

喜件で陳は本来的には当事者であるのだが︑陳世家では州野死への陳

⁝趙軟怒︑難険呉︑乃長晋定公﹂と﹃左伝﹄に拠って呉の制覇の央敗

では﹁呉王北会諸侯於黄池︑欲覇中国軍全周室︑⁝下智与晋定公争長︑

侯の関与には全く触れず︑従って9の採録には試太子免との類似・時

﹃孟子﹄における五鋤の内容には明文がない︒趙岐は前掲置綿に﹁斉

間的接近以上の理由はみとめられない︒
②

信尊親越︑呉圏山鴬﹂とむしろ減亡の局面を強調している︒なお句践

を記し︑太史公自序では﹁關白軍僚︑賓服荊楚︑夫差克斉︑子脅鵬夷︑

を﹁五伯﹂に数えることは﹃春秋悪露﹄対膠西王越大夫不一襲仁にも

桓・晋文・秦謬・宋譲・楚荘是也﹂と注するが︑﹃孟子﹄に宋雪曇が言

みえる︒

及されぬ以上あてにならない︒梁恵王乳・離婁下に斉桓・羅文が並挙
され︑告子下に斉桓・楚荘・秦謬の名臣たる管仲・孫叔敷・百里葵が

④斉桓公ではなく三脚王が挙げられるのは此二かおかしい︒癒文招も

並挙されるので︑斉桓・晋文・秦諺・楚荘が数えられるのは確かであ
る︒あと一人は顧炎武﹃日知録﹄の主張の如く重事王下に言及される
越王句践であろう︒

と注する︒いずれにせよ簡公を斉の覇業衰退を体現する君主とするこ

国幣に﹁墨縄︑威立Z﹂とあり︑凌曙は﹁威望桓︑煙雲︵欽宗︶誰改﹂

ざわざ案語を附している︒或は威王は威公口警護の誤か︒﹃繁露﹄減

﹁威王在簡公之後︑而文如此︑叙古人行文多不拘︑大意礼亦同﹂とわ

周︑周元王懸人賜句践炸︑命懸伯︑⁝当是時︑剛兵横行於江潅東︑諸

③越世家﹁句践已黒鳥︑鷺草兵北為事︑与斉晋諸侯会於徐州︑致貢於
侯土中︑号生絹王﹂・同論賛﹁及苗窩句践︑苦身焦思︑終起爆呉︑北

春秋大事のうち附一の公羊黒革用例以外の事例に対する﹃繁露﹄の

とには相違ない︒

言及状況は次の如くである︒18玉英︑23減国下︑26王道︑27精華・王

⑤

観兵中国︑以尊周室︑号称鰯王﹂・太史公自序﹁嘉句践夷蛮能脩其徳︑

滅羅宇繋舟盤質︑作越儲口践世家第十一﹂なる記述より越が霜者と君
倣されたことは確実である︒越が十二諸侯年表に列せられないのは︑
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認識・王道︵2︶・随本消息︑44楚荘王︑46随本消息︑47王道︵2︶︑48

道︵2︶︑28精華・随本消息︑30王道・官話下︑32滅国下︑35楚荘王・

下愚︑於是下輩自転吏︑当死︑詔赦之︑於是蛋仲鍔覧不敢密訴災異﹂

子︑天子召諸生示其書︑有刺識︑董仲鍔弟子呂歩舖不知土師書︑以為

夫︑居舎︑著難曲之記︑是蒔遼東高廟災︑主脚催疾之︑取其書奏之天

﹃公羊﹄荘十一・二十・宣十六・嚢九︑﹃穀梁﹄荘十一︒﹁外災不志﹂

隠朋死の時期については﹃管子﹄戒に﹁管笹書卒︑卒十月曝朋亦卒﹂

五・昭十八︶ともある︒

︵﹃穀梁駈文三・裏九︶・﹁外異不書﹂︵﹃公羊﹄僖十四・十六・文三・成

⑦

のが災異説に対する冷淡さを罰すとみてよい︒

本消息︑57王道︵3Y三国上︑65駄本消息︑68玉道︵3︶︒なお65孔子 と輩仲錺の失脚に関わる記事にみえ︑こうした記述のありかたそのも

書本消息︑50洋本消息︑51楚荘王・随本消息︑53玉林・王道︵4Y随
死は左氏経・﹃左伝﹄のみに︑68越滅呉は﹃左伝﹄のみにみえる︒わ

ずかな例ではあるが﹃繁露﹄が﹃公羊﹄以外にも留意した証左たりう

﹃漢書﹄五行志の春秋災異のうち蛋仲箭説が附されているものは総

る︒

⑥

とあるのみである︒ ﹃史記﹄における豊野限朋死の年次は秦本紀に謬

⑧

きりしない︒なお︑晋世家﹁恵公七年︵魯催十六︶︑⁝今詳論仲・隔朋

十二︵翌翌十二︶︑斉世家に桓四十一︵魯僖十五︶とする点で抑もはっ

記﹄は二五条とかなり多くを引く一うちニ評点は魯年表にのみ引か

八○条である︒日食など天象に関わる下之下に属する三八条のうち﹃史

れている一が︑これは天象に関わる災異が魯一国のみならず全中国

死﹂は論語四﹁文公在秋十二年︑⁝管仲披夷﹂に拠るが︑公子重耳の

に関係するからであろう︒一方︑上−下之上は﹁外災耳管﹂を原則と
する天象以外の災異であり︑﹃史記﹄は四二条中四条を引くのみで︑し

も﹁重耳聞管二死︑去雀之斉﹂とある︒晋壇家・普年表では照照限朋

出奔は﹃左伝﹄尊霊にみえ︑十二年目が僖十六となる︒晋年表恵七に

死を魯僖十六以前としているわけである︒なお︑﹃穀梁﹄僖十二には

かも昭十八﹁警衛陳鄭災﹂︵上︶・荘十一﹁宋大水﹂︵上︶・成五﹁梁山

て例外的な﹁外憂﹂である︒﹃史記﹄全書のなかで魯年表が執拗に日食

崩﹂︵下之上︶とうち三条は﹃春秋﹄では﹁不磐﹂を原則とする︑従っ

則無謀宗諸侯夷︑白詩不聴︑遂与之盟︑管仲死︑楚伐江︑滅黄︑桓公

﹁貫之盟︑管仲日︑江黄遠斉而近楚︑楚為利之国警︑若伐而不能救︑

不能救︑故君子闘之也﹂とある︒﹃穀梁﹄は管仲の死を貫之盟︵魯僖

を記録するのがむしろ特殊というべぎで︑﹃史記﹄の災異一般に対する

二︶・楚蔵前︵子孫十二︶の間としているわけである︒

関心はやはり希薄であるというべきである︒﹃史記﹄の災異説そのもの

諸陽︑縦諸陰︑其隠蟹反是︑行之一国︑未嘗不得所欲︑中廃為申大

に対する見解は︑儒林伝﹁以春秋災異之変推陰陽所以錯行︑艶出雨閉

甑
口m

的作業である︒先学が既に指摘するように︑﹃史記﹄の﹃春秋﹄そのものに対する言及には董氏公羊学の影響が顕著である︒

以上は︑具体的には﹃史記﹄がその記述に際して如何なる材料をどのように用いたのかを専ら考察の対象とする史料学

結
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しかしながら︑その事実にも関わらず︑﹃史記眠の春秋期の記述それ自体を検討した限りにおいて︑公羊学の占める地位
は歴史的認識の側面においてさえ︑限定的なものといわざるをえない︒

一体︑序言に挙げた﹁史記記事︑取左氏・国語最多︑而其義則概用公羊伝﹂なる先学の概括は春秋経伝に対する﹃史記﹄

の姿勢が﹁記事﹂・﹁義﹂について何故異なるのかという問題を抑も孕むものであったが︑本稿の作業は結局のところこの

問題をより具体的に深化させる結果をもたらしたことになる︒最早史料学ではなく歴史哲学の領域に踏み込むことになる

ので︑これ以上の言及はここでは控えるが︑こうした極く基本的な認識に関する問題を説明することをも含めて︑﹃史記﹄

の文献的性質には不明の部分が少なからず残っている︒本稿の作業ももとより﹃史記﹄の春秋期を扱った部分の驚く一部

の局面を検討したに過ぎない︒春秋期に限っても︑﹃左伝﹄・﹃国語﹄引用の分析やそれ以外の材料i系譜史料・説話史

料・紀年史料等々一iの分類整理などの課題が残されている︒その意味において本稿の所見は暫定的なものであるに過ぎ

︵判断の根拠は撫頁以下に

括して示した︶

陳世家﹁︵公︶属公取察女︑藥女与察人乱︑属公信如察淫︑
⁝﹂
公亦数遺詠︑⁝﹂

田世家﹁︵公︶属公既立︑姿察女︑察女淫於葵人︑数帰︑腐

陳年表﹁︵公︶公淫察︑繋殺公﹂
8

斉世家﹁︵a左︶及桓公来︑而襲公復通焉︑魯鞍掛知之︑怒

︵5︶魯桓公死

7

6

5

︵4︶陳侯佗死

隠公祭鍾巫︑⁝﹂

地而老焉︑以碍子二一︑揮擢︵c公︶子允聞而反訣之︑︵d左︶
乃反讃隠公於子允日︑︵e公︶隠公欲遂立︑⁝︵f左︶十一月︑

允︑君以我為相︑隠公臼︑⁝吾為允少故三代︑⁝吾方営菟装之

ず︑如上の諸問題の検討を経たのち改めてその是非が検証されうるものであろう︒以て爾後の課題としたい︒
附一

1 魯世家﹁︵a左︶初︑恵公適夫人無子︑⁝魯人共令息摂政︑

︵1︶魯隠公立
︵b公穀︶不言即位﹂

魯世家﹁︵a左︶与鄭易︵b公穀︶天子之太山之邑︵c左︶紡及

山田也﹂

2 周本紀﹁︵a左︶与魯易許田︑︵b公穀︶許田︑天子之用事太

︵2︶鄭伯帰紡

3

許田﹂
︵3︶魯隠公死
4 魯世家﹁︵a公︶公子揮諮謂隠公選︑⁝︵b左︶吾請為君石子
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18

魯年表﹁︵公︶曹監督論宗︑反所画地﹂

魯世家﹁︵公︶魯荘公与曹深会斉桓公於桐︑⁝﹂

魯世象﹁︵a公︶荘公病︑︵b左︶難問嗣於弟叔牙︑︵c公︶叔

魯世家﹁︵a左︶二幅以賂如蕩求職父︑慶父帰︑︵b公︶使人

斉世家﹁︵a穀︶魯潜公母日干姜︑桓公女弟也︑︵b左︶哀姜

魯世家﹁︵a公︶斉桓公︵b左︶聞哀姜与慶父乱警世魯︑︵c

公︶乃召之郷葡殺之︑︵d左︶以其屍帰︑薮之魯︑魯麩公会而

24

淫於魯公子慶父︑⁝︵c公︶桓公召哀姜殺之﹂

23

︵14︶魯哀姜死

行嬰而往︑︵f公︶慶父聞鍵斯音︑︵9左︶乃自殺﹂

殺慶父︑︵c左︶慶父請奔︑弗聴︑︵d公︶乃使大夫奨斯︵e左︶

22

︵13︶魯共仲死

斑也︑⁝﹂

荘公患叔牙欲立慶父︑︵e左︶退而問季友︑季友日︑請以株立

牙日︑一二一及︑魯之常也︑慶父在︑可為嗣︑︵d公︶霜何憂︑

21

︵12︶魯荘毒死

刺客伝﹁︵公︶斉桓公許与魯会子桐而盟︑⁝﹂

19

魯世家﹁︵公︶荘公母夫人因留斉︑不敢帰魯﹂

20

夫人︑夫人以告斉嚢公︑︵b公︶斉尊公与魯君飲︑酔之︑︵c左︶
車則死夷︑⁝﹂

使力士彰生抱上二君車︑︵d公︶因拉殺魯桓公︑︵e左︶桓公下

侯︑夏四月藍子︑斉襲公饗公︑公酔︑使公子彰生抱魯桓公︑

9 魯世家﹁︵a左︶斉裏公通桓公夫人︑公怒夫人︑夫人以告斉
︵b公︶因命彰生摺二尊︑︵c左︶公受血車︑⁝﹂

10

︵6︶魯文姜出奔

斉世家﹁︵公︶哀公時︑紀新講之周︑周烹哀公﹂

︵7︶斉滅紀

11
︵8︶衛恵公復位

衛世家﹁︵a穀︶斉裏公率諸侯︵b︶奉王命︵c左︶共伐衛︑納

魯年表﹁︵a穀︶与斉︵b左︶伐衛︑納恵公﹂

衛恵公﹂

12

13

楚畳屋﹁︵a左︶伐察︑虜察哀侯以帰︑︵b穀︶已而釈之﹂

︵9︶楚伐薬

14
︵10︶宋無糖死

25

斉世家﹁︵公︶与魯会桐而盟︑⁝﹂

28

衛世家﹁︵a公穀︶斉蟹草以無数乱︑乃率︵b左︶諸侯︵c公︶

斉年表﹁︵a左︶為衛築三丘︑︵b公︶救戎狭伐﹂

伐餐︵d左︶為衛築楚丘﹂

27

︵c左︶諸侯城楚丘﹂

斉世家﹁︵a公︶衛文公有秋乱︑告天草斉︑︵b公穀︶斉率

斉年表﹁︵a公︶殺実弟魯荘公夫人︑︵b左︶淫故﹂

萬︑宋人請萬︑︵b公︶萬帰宋︑︵c左︶十一年秋︑滑公与南宮

26

︵！5︶城楚丘

葬之﹂

萬猟︑︵d公︶因博争行︑滑公怒︑︵e左︶辱之繭⁝︑︵f公︶遂

15 宋世家﹁︵a左︶十年夏︑宋伐魯︑戦於乗丘︑魯生写宋南宮

以局殺乱丁︵9左︶干蒙沢︑︵h公︶大夫仇牧聞之︑⁝︵i左︶因

宋年表﹁︵公︶萬殺君︑仇牧有義﹂

殺太宰華督︑⁝﹂
16

17

︵1 1 ︶ 桐 之 盟
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29
30

衛年表﹁︵a公認︶塁塞公率︵b左︶諸侯為我城楚丘﹂
陳世家﹁︵a公︶還過陳︑︵b左︶陳大夫鞍厚塗悪身過陳︑詐

︵16︶執益獣濤塗

斉令出東道︑︵c公︶東道悪︑︵d左︶桓公信︑執影藤濤塗﹂

︵ウ公論︶百里便︑対日︑︵論説穀︶径数国千里而隼人︑希有得

可︑︵力三伝︶纏吉日︑子不知也︑吾已決奥︑︵キ左︶遂発兵︑

利者︑︵オ左︶且人売鄭︑庸知我国人不有以我情告鄭者乎︑不

⁝︵ク公穀︶行日︑百里便・窒叔二人突之︑︵ケ呂氏春秋︶纏公

也︑二老日︑︵ス公︶臣非敢沮義軍︑︵セ左︶軍記︑臣子与往︑

聞︑︵コ公穀︶怒日︑孤発兵而子沮︵サ公穀︶嬰吾軍︑︵シ穀︶何

31 晋世家﹁︵a左・呂氏春秋︶騨姫謂太子日︑君夢︵b呂︶見

子日︑汝軍即興︑園丁殺阻

︵ソ呂︶臣老︑遅緩甘露相見︑轡型耳︑︵タ三伝︶二立退︑謂其

︵17︶晋太子申生死

︵c左︶斉姜︑太子速耳曲沃︑帰驚︵d穀︶輝北︑︵e左︶太子於
出猟︑置手函宮中︑騙牛使人置毒︵h穀︶薬肺中︑︵i左︶居二

聞大国将諜鄭︑郵看謹修守禦備︑使臣以牛十二労軍士︑秦三

︵ナ呂︶持十二牛︑将売上周︑見秦兵︑恐龍虜︑因献言牛︑日︑

︵ッ︶更晋地︑︵テ左︶過灘北門︑⁝郵︵ト准南子︶販売費人弦高

︑︵チ左︶三十三年春︑葦葺遂東︑

是祭浮華斉亭主子壷︑上其薦膵︵f呂︶於献公︑︵g左︶献公時
日︑︵一二︶献公評七竃還︑宰人意詐献公︑献公営饗之︑照姫

︵ノ左︶秦侮我孤︑因喪破我滑︑⁝︵ハ公穀︶無一人蝉脱者︑

⁝︵ヌ呂︶当是時︑晋文公喪尚三巴︑︵ネ公選︶太子襲公平日︑

将軍山謂日︑将襲鄭︑鄭今已覚之︑往無畜已︑︵二左︶滅滑︑

従業止之︑日︑咋︵k呂︶所従︵1穀︶来︵m呂︶遠︑宜︵n穀︶試
︵Q呂︶之︑︵P左︶祭地︑地厚︑難読︑︵q穀︶犬死︑︵r左︶与

小臣︑小臣死︑騒姫泣日︑⁝﹂

︵ヒ左︶虜秦＝一将以帰﹂

︵21︶晋趙盾殺君

32 晋世家﹁︵a左︶是歳也︑署復仮道於総勢伐號︑⁝︵b呂氏

︵1 8 ︶ 晋 滅 虞

春秋︶虞之与號︑屑之与歯︑︵c公穀︶唇亡則歯寒︑︵d左︶虞

35

門開︑⁝︵f公︶殺︵9左︶忠臣︑奔君命︑罪一也︑︵h公︶遂

奔之︑︵c左︶過朝︑雪消・素馨書棚諫︑⁝盾︵d公︶閲︵e左︶

晋世家﹁︵a左︶十四年︑霊公器︑⁝使婦人持其屍︵b公︶出

公不聴︑⁝︵e穀︶筍息牽鍵所記虞屈天幕乗馬︑奉之献公︑
︵f公︶献公笑日︑馬則吾馬︑歯亦翠蓋﹂
︵19︶晋筍息死

︵i左︶触樹霜死︑⁝先雲影︵一公︶君名敷︑︵k左︶思為盾搏殺

狗︑⁝︵−公︶然不知明之為陰徳也︑已葡霊公縦二士出逐趙盾︑

晋世家﹁︵a︶智慧︑⁝︵b公︶対日︑使死者復讐︑生者不悪︑

為之験︑︵c︶於是遂属細塵於葡息︑⁝︵d左︶秋九月︑献公卒︑

33

⁝︵e公︶謂葡息日︑︵f左︶三五将起︑⁝︵9公︶其由宇之謂乎︑

民和︑霊公少︑修︑民不附︑故為萩易︑︵P左︶盾復位︑晋太

⁝︵m左︶盾問其故︑⁝︵n穀︶而迎趙盾︑︵o公︶趙盾素貴︑得

罪︑︵t左︶太丁田︑⁝﹂

史董孤書日︑⁝︵q穀︶盾日︑⁝︵r公︶斌者趙穿︑︵s穀︶我無

不負其雷﹂

秦本紀﹁︵ア左︶郷人有売鄭於秦︑日︑⁝︵イ左︶謬誌面窒叔︑

︵2 0 ︶ 経 管 戦
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︵22︶楚荘王予見

^世家﹁︵a左︶＋七年春︑楚荘王囲鄭︑⁝︵b公︶荘王自手

旗︑左右驚喜︑︵c左︶正兵去三十里︑而︵d公︶舎︑︵e控︶遂
許之平︑⁝﹂

鄭世家﹁︵a公︶八年︑楚二王以郵与晋盟︑来伐︑︵b左︶囲

郷三月︑⁝︵c左︶孤不能事︵d公︶辺邑︑︵e左︶使君王野面︑

37
⁝︵f公︶錫不毛之地︑︵g左︶使復得改事君王︑⁝︵h左︶荘王

晋世家﹁︵a左︶頃公献宝器以求平︑不聴︑︵b公穀︶郡克日︑

︵c左︶必得︵d公︶瀟桐燕子為質︑⁝奈何︵e左︶必得之︑不義︑

42

43

衛年表﹁︵公穀︶与諸侯敗斉︑反侵地﹂

衛世家﹁︵公穀︶復得薄地﹂

魯世家﹁︵公穀︶斉復帰我侵地﹂

︵f公穀︶愚母戦︑晋乃︵g三半︶許︵h公穀︶与平蒲去﹂

45

44

46

晋年表﹁︵a左︶伯爵︵b穀︶隠其人而用其言﹂

︵26︶梁山崩

47

︵27︶宋魚石

為郡三十里而後︵i公︶舎︑楚群臣日︑⁝﹂
︵23︶楚荘王伐宋

荘王︑︵c公︶王問︑城中何如︑聞︑析骨面炊︑易子而食︑⁝

︵c左︶宋左師備畜︑四年︑︵d公︶諸侯面壁礎石︑︵e左︶而帰

宋世家﹁︵a左︶平公三年︑楚共王抜宋之彰誠︑以︵b公︶封

38 宋世家﹁︵a左︶九月︑楚門訴囲宋︑⁝︵b韓詩外伝︶子反告

宋年表﹁︵平金三年︶︵a左︶楚伐彰城︑︵b公︶封魚蝋︑︵四

彰城於宋﹂

呉年表﹁︵a左︶諸奨伐楚︑︵b公穀︶迫巣門︑︵c公︶傷︵d
左穀︶射︵e経文︶以箆﹂

49

︵28︶呉王諸焚死

年︶︵c公︶晋訟魚石︑︵d左︶帰我彰城﹂

48

︵d韓︶我軍亦有エ日糧︑⁝遂罷兵︵e公︶去﹂

︵c公︶宋華面出告以情︑荘王日︑看子哉︑

楚世家﹁︵a左︶二十年︑囲宋︑⁝︵b公︶城中食尽︑易子而

食︑析骨而炊︑

39

︵d韓︶遂罷丘ハ︵e公 ︶ 去 し
︵24︶郁克使斉

︵29︶呉王餓祭死

晋世家﹁︵a左︶八年︑使郁克於斉︑︵b公︶斉頃公母︵c穀︶

従楼上︵d左︶⁝観︵e穀︶而笑之︑所以然者︑郡克縷︑而導爆舞︑

40

50

呉年表﹁︵a左︶守︵b公穀︶門︵c経文︶關殺徐祭﹂

衛使紗︑故轍亦令人如之以導客︑︵f左︶郡克怒︑⁝﹂

︵30︶魯昭公如晋

魯恥焉﹂

魯世家﹁︵a経文︶朝音聾河︑︵b左︶晋平公謝還之︑︵c穀︶

︵25︶嚢婁之盟

51

︵c左︶瀟綱叔子︑令斉東畝︑対日︑叔子︑︵d公︶総締母︑斉

41 斉世家﹁︵a左︶三等請三宝密漁︑不全︑必得︵b穀︶笑克者
君母︵e左︶亦︵f公穀︶猶晋霜母︑⁝︵9左︶且子以討伐蒲以暴

︵31︶藥昭公如楚

王而自衣其一︑⁝﹂

葵世家﹁︵a公穀︶悪戯昭王︑持雲斎︵b左︶二︑献其一於昭

52

令反魯衛之侵地﹂

為替︑︵h公穀︶其可乎︑︵i穀︶於是乃︵一左党︶許︑︵k公穀︶
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呉世家﹁︵a左︶而凶暴組入罫︑︵b穀︶子胃・伯蒲鞭平王之

︵3 2 ︶ 呉 伐 楚

53

楚世家﹁︵a左︶呉兵遂入口︑︵13穀︶辱平王之墓︑頭型子脊

︑落潮父讐﹂

54
故殺﹂

楚年表﹁︵a左︶呉察伐我入罫︑昭王亡︑︵b穀︶伍子得鞭平

王墓﹂

55

56 伍子得伝﹁︵a左︶及呉兵入郵︑伍子脊求昭王︑既不得︑
︵b穀︶乃掘楚平王墓︑出網戸︑鞭之三百︑然後談﹂
斉世家﹁︵a左・新語︶与野定出好会葬谷︑︵b左︶黎銀日︑

︵33︶爽谷之会

57

進︑歴階蒲登︑不尽一等︑⁝︵f新︶有頃︑⁝優侶偉単為戯而

前︑︵g穀︶孔子趨而進㍉歴階而登︑不尽一等︑日︑匹夫而営

摂動︑知義不若︑帰而大恐︑︵一叢︶告其群二日︑魯以君子之

惑諸僕者︑罪当謙︑請命有司︑有司加法焉︑⁝︵h新︶景公櫻

子有壁︑則謝以質︑⁝︵k瓢︶単勝斉侯乃箭所侵魯之︵1経文︶

道輔其君︑而子独以夷秋之道教寡人︑⁝︵一鍛︶有司二世目︑君

郵・波陽・亀陰之田︑︵m穀︶以謝過﹂

60魯世家﹁︵a左︶使仲由殿三尊︵b公︶城︑収其甲兵︑︵c左︶

︵34︶堕三都

孔子世家﹁︵a公︶孔子蓋暫定公田︑臣下蔵甲︑大夫母貼雑

孟玩不肯堕城︑伐之︑不克而止﹂

之城︑︵b左︶使田沼為季黙認︑将堕三都︑⁝﹂

61

︵35︶斉悼公立

孔丘知礼而怯︑塾主莱人︵c穀︶為楽︑因執母君︑︵d左︶可得
志︑︵e︶景公害孔丘相魯︑催其覇︑︵f左︶故従漸騰之計︑

62

田世家﹁︵a公︶田乞使人言魯︑迎陽生︑︵b左︶陽生至斉︑

孔子世家﹁︵公︶顔霊園︑孔子日︑天喪予︑及西狩見麟︑日︑

邑也︑天子有事子泰山︑譜侯皆従︑泰山之下︑諸侯万有湯沐之邑焉﹂︑

3︵a︶︵c︶2︵a︶参照︑︵b︶2︵b︶参照︑隠八公﹁只者何︑郷丸写之

子之郊︑諸侯皆当朝宿雨二野﹂︑二元穀﹁墾田者︑魯朝宿之邑也﹂

吾道窮・英﹂

64

︵36︶獲麟

⁝︵c公︶請諸大夫日︑⁝︵d左︶照照立之︑⁝﹂

63

⁝︵g左︶将与大夫盟蒲立之︑⁝﹂

左︶召公子陽生︑⁝︵e︶十月戊子︑︵f公︶田乞請諸大夫田︑

斉世家﹁︵a公︶田乞︵b左︶敗二相︑乃︵c公︶使人置魯︵d

︵9穀︶方会︑進莱楽︑孔子歴階上︑⁝︵h新︶以礼譲景公︑景
公平︑里帰魯侵地︑︵i穀︶以謝赤色去﹂

58 魯世家﹁︵a新語︶定公与斉景公会於重着︑︵b新︶孔子行相
事︑︵c穀︶斉上襲魯君︑︵d新︶孔子以礼言忌︑諜斉淫楽︑斉
侯擢︑︵e新︶乃止︑帰魯建地︑而︵f穀︶謝過﹂

59 孔子世家﹁︵a左︶夏︑斉大夫黎銀言於景公日︑⁝︵b新︶会
於黒谷︑魯定豊麗以乗車好往︑孔子摂相事︑︵c穀︶日︑臣聞
有文事者必有武備︑⁝︵d新︶定公日︑諾︑⁝︵e鍛︶孔子趨而
︵1︶︵b︶隠元左﹁ 罫 書 即 位 ﹂ ︑ 公 ・ 穀 ﹁ 金 隠 以 不 言 即 位 ﹂
2︵a︶隠八経﹁鄭伯使宛果三春︵公穀作螂と︑八一︐以泰山之紡易

許田﹂︑︵b︶桓元〆﹁金田者何︑魯朝宿所昆也︑諸侯時朝乎天子︑天

︵2︶
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隠八穀﹁螂者︑郷生所受命於天子而祭泰山之邑也﹂

二二﹁十二年秋︑宋寓拭関公訓蒙沢﹂︑︵d︶公﹁与関公博︑婦人皆在

舎諸宮中﹂︑︵b︶公﹁斜月叢叢帰之︑帰塁為大夫於宋﹂︑︵c×9︶荘十

側︑萬日︑⁝閲公務此婦人︑妬其日︑顧日︑⁝﹂︑︵e︶荘十一左﹁宋公

︵a︶隠闘公﹁公子禦諮乎隠公︑竜前公傷︑⁝﹂︑︵b︶隠十一左﹁羽

父請殺上浜︑直写求大宰︑公日︑為其豆油也︑難敵授之爽︑軍営菟蓑︑

仇牧予習︑批而殺之﹂︑公﹁仇牧聞霜試︑趨而至︑遇之干門︑刀剣而

直下︑日︑⁝﹂︑︵f︶公﹁萬怒︑搏閲公︑絶諸島﹂︑︵h︶荘十二左﹁遇

︵3︶

吾将老焉﹂︑公﹁暇日︑吾否︑吾裡面塗装︑吾将老焉﹂︑︵C︶一︵e︶左

16：15︵h︶参照

叱之︑萬管鍛仇牧︑砕其首︑歯著乎門閾︑仇牧可謂不二彊禦 ﹂

﹁羽日野︑反譜公子諸公而蝦藻之﹂︑公﹁公子羅恐若其雷聞乎桓︑於

︵11︶ 荘十三左﹁冬︑盟干桐︑始及斉平也﹂︑公﹁荘公序会乎桓︑曹子

是謂桓田︑⁝﹂

淫猟予察︑与麗人争禽︑察人不知其是陳齎也︑而殺之﹂︑荘二十二左

︵4︶

進日︑⁝﹂︑穀﹁曹渕之門燈︑信斉首返︑巌壁難内面︑不日︑信也﹂

桓六経﹁察人殺隙佗﹂︑公﹁淫予察︑察人殺之﹂︑穀﹁陳侯鴨猟︑

﹁陳腐公︑薬謡扇︑故察人殺五道而立之﹂

︵a︶荘三十二左﹁公疾﹂︑公﹁荘闘病︑将死﹂︑︵b︶左﹁間後於叔

牙﹂︑︵c︶左﹁対幅︑慶父材﹂︑公﹁牙着類日︑魯一生一将︑君已知之

︵12︶

板十八左﹁斉侯通焉︑玄鶴之︑以告︑夏四月丙子︑享公︑使公子

彰生乗公︑公義予車﹂︑荘元勲﹁央人並公爵斉侯︑公日︑同非碁子︑斉

︵5︶

季友︑対隅︑臣以死奉般﹂︑公﹁季子日︑夫何敢︑是将愚稿乎︑央何

A矢︑慶父名籍﹂︑︵d︶公﹁季子日︑般也存︑震幅違警﹂︑︵e︶左﹁問於

敢﹂

侯之子也︑斉侯怒︑与之飲酒︑於申出焉︑使公子彰生送之︑於其事焉︑

︵6︶荘元経﹁三月︑夫人孫子斉﹂︑左﹁三月︑夫人孫子斉︑不霊姜氏︑

干菖︑菖人帰之︑及密﹂︑僖元公﹁公子慶父試閲公︑走而之菖︑菖人

︵13︶ ︵乱︶関貴誌﹁成季以僖公選邪︑試製奔菖︑乃入立之︑以賂求共仲

將幹而殺之﹂

絶不為洗礼也﹂︑公﹁孫者何︑孫猶孫也︑内需雪煙土熱︑央人固在斉

公子魚請︑不許﹂︑公﹁使公子契購入請︑季子日︑公子不可以入︑入

逐之︑将由乎斉︑斉人不納︑却反舎干波水之上﹂︑︵b︶1︵d︶左﹁使

突﹂︑穀﹁孫之罵言猶孫 也 ︑ 誹 一 等 ﹂
荘四公

則殺突﹂︑︵e︶左﹁嬰而往﹂︑公﹁異斯不忍反命干支父︑自前挨北面而

︵7︶

嬰﹂︑︵f︶左﹁共仲日︑稟斯之声也﹂︑公﹁愚父聞二日︑噛︑此異斯之

12︵a︶荘五経﹁公会諸人・宋人・敵人・善人伐衛﹂︑穀﹁是斉侯・

宋公也﹂︑︵b︶公﹁辟王也﹂︑穀﹁逆天王之胆魂﹂︑︵C︶左﹁冬︑伐衛︑

声也﹂︑︵g︶左﹁乃総﹂︑公﹁於是抗輔経而死﹂

︵S︶

納恵公也﹂︑公﹁納朔也﹂

於哀姜︑哀姜欲磯之︑関公之廻覧︑哀姜与知之﹂︑︵c︶左﹁斉人取而

︵14︶23︵a︶僖元穀﹁二日︑為斉桓誹殺同姓也﹂︑︵b︶関二巴﹁共仲通

13︵a︶12︵a︶参照︑︵b︶12︵c︶参照

︵9︶

殺之干夷﹂︑僖尊公﹁桓公器早早殺之﹂

舞帰﹂︑︵b︶穀﹁誉者楚也︑⁝察侯何以名曲︑絶之也︑何為絶之︑獲

24︵a︶︵c︶23︵c︶参照︑︵b︶23︵b︶参照︑︵d︶閾二極﹁以聖夜帰︑僖
公道而葬之﹂

也︑中国不言敗︑此其言敗三訂︑中国不潔敗︑察諸県見獲乎︑痴言敗

25︵a︶23︵a×c︶参照︑︵b︶23︵b︶参照

15︵a︶荘十一左﹁乗丘之役︑公以金僕姑射南宮長．萬︑公右歓孫生

搏之︑宋人請之﹂︑荘十二公﹁萬嘗与荘公議︑獲乎荘公︑荘公帰︑散

︵10︶

何也︑釈察侯之獲也︑三帰︑猶愈乎執也﹂

︵a︶荘十左﹁察哀侯国子陳︑⁝秋九月︑山踏察師干華︑胃薬侯献

（930）
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秋減之﹂︑︵b︶公﹁然則執城之︑桓公城之︑濁為不言桓面当之︑不与

︵15︶

﹁百里子与捲叔子諌聞﹂︑︵エ︶︵オ︶左﹁労師以襲遠︑非所聞也︑師労力

︵20︶

左﹁筍息有事﹂︑公﹁筍潮影謂不食其言夷﹂

其言︑則可謂信

︵イ︶︵ウ︶僖三十二左﹁穆公判諸雍叔︑竈叔日﹂︑僖三十三公・穀

﹂︑︵e︶左﹁先告葡息日﹂︑公﹁里克謂筍息日﹂︑︵9︶

諸侯虫封也﹂︑穀﹁不与斉侯専翌翌﹂︑︵c︶左﹁諸侯城米丘而封衛焉﹂

蜴︑遠主備之︑無乃不可乎︑師之所為︑犬児知之︑勤而無所︑必有惇心︑

26︵a︶僖二二﹁敦城︑城衛也︑禺為不言城衛︑評論︑執減之︑蓋

27︵a︶26︵b︶参照︑︵b×d︶26︵c︶参照︑︵c︶26︵a︶参照
28︵a︶26︵c︶参照︑︵b︶26︵a︶参照

﹂︑公﹁秦伯怒日︑若爾

︵17︶

︵コ︶公・穀﹁秦伯怒日﹂︑諸氏春秋悔過﹁謬公聞之︑使人譲下心日﹂︑

子鼠饗叔子従其子而嬰之﹂︑穀﹁百里締出雅叔子随其子笹嬰之﹂︑︵ケ︶

知﹂︑︵ク︶左﹁捲叔巽曇日︑⁝日豊之子与師︑層厚送忌日﹂︑公﹁百里

之年者︑宰上之苗穂爽︑爾掲知﹂︑穀﹁秦田螺︑子之家木藩論莫︑何

﹁公使謂之日︑爾何処︑中細︑爾墓之木挑

且行千里︑其誰不知﹂︑公・穀﹁千里而個人︑未醤不亡者也﹂︑︵カ︶左

︵a︶僖四左﹁循海影野﹂︑公﹁難中還師浜海而東﹂︑︵b︶公穀経

29︵a︶26︵b︶参照︑︵b︶26︵c︶参照

︵16︶

夜者夢夫人趨葡来﹂︑呂氏春秋上徳﹁麗姫密画子日︑往昔震夢見姜氏﹂︑

︵サ︶︵シ︶公﹁爾鋤山荘吾師︑対日﹂︑穀﹁何為嬰出師也︑二子日﹂︑︵ス︶

﹁裳垂垂﹂︑左﹁若出於東方﹂︑︵C︶公﹁大陥於沸沢之中﹂

︵c︶1︵f︶左﹁大子祭二曲沃︑帰寓目公﹂︑穀﹁世子属︑巳祠︑致福

︵a×b︶僖四左﹁姫謂大子日︑霜夢為重﹂︑僖十穀﹁麗姫又日︑吾

於震﹂︑呂﹁太子祠而膳於公﹂︑︵g︶︵h︶左﹁毒而献之﹂︑穀﹁麗姫以

比其反也︑非彼死愚臣必死夷︑是赦巽﹂︑︵タ︶左﹁麩叔之子与師︑突

穀﹁我直下︑彼不死則恨死英﹂︑呂﹁臣老 ︑有子二人︑皆与師行︑

而送同日︑漁人禦師︑必於殻﹂︑公﹁百里子与捲叔子送三子而戒之日︑

公﹁臣非敢奨震師﹂︑穀﹁非敢巽師也﹂︑︵セ︶左﹁遜叔之子与師﹂︑︵ソ︶

来者︑不可不試也﹂︑呂﹁所由遠︑盤渓巨細之﹂︑︵P︶⁝︵r︶左﹁公

爾即死︑必於殻隠隠巌﹂︑穀﹁百里子羊雍叔子送其子而浦里日︑女死︑

猷為酒︑薬量以毒﹂︑︵i︶左﹁六矯﹂︑︵j︶左﹁公至﹂︑穀﹁献公田来︑

橋之地︑地墳︑与犬︑犬発︑与小臣︑小臣亦雛︑姫泣日﹂︑穀﹁覆酒

⁝良将食︑麗姫脆日﹂︑呂﹁公将嘗膳︑姫臼﹂︑︵k︶一︵o︶穀﹁食自外

於地而地学︑以糖与犬︑犬死︑黒姫下堂而曝呼日﹂

之︑以乗難先︑牛十二︑稿師日︑二軸聞吾子将歩師出於激邑︑敢稿従

必於椴之巌艦之下﹂︑︵ト︶︵ナ︶僖三十三左﹁鄭商人弦高将市於周︑遇

︵b︶呂氏春秋権勲﹁虞之与號也︑下車之有輔也︑⁝﹂︑︵c︶僖五左

︵18︶

者︑⁝孟明日︑鄭有壁 ︑不可翼也︑攻之不克︑囲白首継︑吾其還也﹂︑

﹁屑亡粛寒者﹂︑僖二公・穀﹁唇亡則歯寒﹂︑︵e︶公﹁諸公抱宝下馬而
至︑荷患主日︑臣之迄国庫﹂︑穀﹁子息牽馬操壁而前日﹂︑︵f︶公﹁献

⁝使人臣鴨労四壁︑膳以十二牛︑秦三帥対日︑⁝三帥乃爆口謀日︑我

︑大国不至︑鼎呂与士卒窃為大国憂︑

呂﹁日取人弦高・沙羅︑将西市於周︑道遇秦師︑⁝乃矯二目之命以労

行数千里︑数絶諸侯之地蒔門人︑未至而人面先知之

之︑日︑寡君固聞大国之将至久

﹂︑穀

︵19︶

桑﹂︑准南子言論﹁鄭質人影高将西販牛﹂︑︵ヌ︶呂﹁当是時也︑晋文公

﹂

宝鑑︑子之守則已行奥︑宝則露助也︑二選︑吾馬之歯亦巳長

辱在大夫︑其若立何︑稽首而対日︑臣温帯股肱之力︑加之以忠貞︑其

適箆︑未葬﹂︑︵ネ︶左﹁晋原珍獣﹂︑公﹁或日︑嚢公親之︑郭公親之︑

﹁壁撃墜是也︑面馬爾首長

済︑霧之霊也︑不済︑則以継継之︑公日︑何謂忠貞︑紺日︑公家之利︑

︑此其備必巳盛

知無不為︑忠也︑送往事居︑綱倶野猪︑貞也﹂︑二十公﹁献公課将死︑

則其称人伝︑疑︑禺為疑︑君門蚕種費用師︑危不得葬也﹂︑穀﹁晋人

︵b︶僖九左﹁初︑献公使葡息傅夷斉︑公議︑召之日︑店是貌諸孤

謂萄息日︑士何如則可前之信実︑筍息対日︑使死者反生︑生者不塊乎
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者︑晋子也︑其日人何也︑微之也︑何為微之︑不正其黒蝿二尊乎戦也﹂︑

是使駿者近販者︑使曝者黒砂者﹂︑穀成一76﹁季孫山荘禿︑晋郡克妙︑

成二公﹁薫同遅牛者︑斉君之母也︑踊予樒而窺客︑万客或鞍或砂︑於

砂者︑使思者御敬者︑使縷者御廻者︑蒲同姪子処至上而笑之﹂︑成二

衛孫良夫駿︑曹公子手縷︑詞時而聰於斉︑斉使誉者愚禿者︑使砂者御

︵ノ︶成十三左﹁文公即世︑穆為不弔︑r爆死我震︑寡我裏装︑⁝殆減我

穀﹁以蕉同耐量之蘭留質︑則是等侯之母也﹂

費臓旧﹂︑︵ハ︶八A﹁兀ト臓脚他エ輪盤⁝反出但﹂︑刺繍﹁匹馬上画影欄㎞無反出世﹂

︵d︶︵e︶左﹁寝門關夷﹂︑公﹁入衰齢則無人閾焉者﹂︑︵f︶︵9︶左﹁賊

︵21︶

単為質︑⁝対日︑瀟同叔子詳述︑寡君之母也︑若以匹敵︑生麺晋君之

︵25︶ 41︵24︶参照︑︵a︶1︵f×h︶成二左﹁軍人不可︑日︑必以蒲同叔

母也﹂︑公﹁郡克聞︑⁝且以召還益子為質︑則吾舎子奥︑国難日︑⁝瀟

民之主︑不忠︑奔君之命︑不信︑有一於此﹂︑公﹁君将無我殺子︑吾不
厳夫婆焉﹂︑公﹁霊公有周狗謂之奨︑呼翠玉属之﹂︑︵1︶公﹁然而宮中

忍聖子也﹂︑︵h︶︵i︶左﹁触椀而死﹂︑公﹁銅線頸而死﹂︑︵一︶左﹁公

⁝以鎖鋸二子之母競馬︑⁝国二日︑⁝下人同姪子之母為質︑鱗虫斉侯

同姪子者︑斉君之母也︑斉稲置飾罫晋齎之母也︑不可﹂︑穀﹁郡明日︑

之撮也︑斉翼翼母猶晋君之母也︑晋贋之母堂斉侯之母也︑⁝不可﹂︑

甲鼓躍起﹂︑︵n︶宣二穀﹁貫穿試公而後申請酋﹂︑︵o︶公﹁趙穿縁民衆

穿下︑⁝趙盾日︑天機︑無纂︑吾課試霜︑誰謂吾試霜辛煮﹂︑穀﹁穿

左﹁使斉三帰我波陽之田﹂︑公・穀﹁反魯衛之沼地﹂

︵i︶穀﹁華華而与之盟﹂︑︵一︶左﹁三人許之﹂︑公﹁然後許之﹂︑︵k︶

36︵b︶1︵e︶宣十二左﹁退三十里而許之平﹂︑公﹁自警親自手縫︑

徹邑之幸︑亦云従也︑況其不幸︑敢不純命是聴﹂︑公﹁請戦︑曙﹂︑穀

42︵a︶1︵d︶41︵a︶⁝︵f×h︶参照︑︵f︶左﹁請求合除盤︑背城下一︑

﹁請壱戦︑⁝﹂︑︵9︶41︵・﹂︶参照︑︵h︶左﹁晋師及瀬瀬佐盟干髪婁﹂︑

左右警醒退舎七里﹂

君︑使難曲怒以及鰍邑﹂︑公﹁諸人無良︑辺垂之臣︑以干天禍︑是以

左﹁敏邑易子而食︑析骸以饗﹂︑公﹁荘四日︑何如︑⁝日︑易子而弱冠︑

績乎︑撲善也﹂

︵26︶︵a︶成五左﹁伯宗﹂︑穀﹁伯尊﹂︑︵b︶穀﹁孔子聞之日︑二尊其無

43145：41︵k︶参照

公﹁逮干衰婁而与之盟﹂︑穀﹁於是而与之盟﹂

析腰而炊之﹂︑韓﹁荘王田︑若何︑子反日︑慰突︑易予而食之︑榊骸而

元左﹁於是為宋討魚石﹂︑公﹁宋華元掲為与諸侯囲宋彰城︑為盲目也﹂

︵27︶

38︵b︶宣十五公﹁反予荘王﹂︑韓詩外伝二一一﹁子反告船下﹂︑︵c︶

舞之﹂︑︵d︶︵e︶公﹁軍立七日之糧爾︑⁝引師而上之﹂︑韓﹁軍亦有七

39︵b︶38︵c︶参照︑︵c︶一︵e︶公﹁宋軸元亦乗塑而出見之︑⁝華元日︑

公﹁二子射影以名﹂︑穀﹁甲子面罵粟野巣扁︵b︶経・左﹁門予巣﹂︑公

︵28︶

48︵b︶47︵b︶参照︑︵c︶47︵d︶参照

︵b︶一︵e︶宣十七左﹁斉頃難燃婦人使観之︑郷子登︑婦人笑於房﹂︑

左﹁呉子門焉︑二念隠於短踏鰻重之︑卒﹂︑公﹁傷而反︑来至乎舎而

﹁門子巣卒者何︑入門乎巣而卒也﹂︑穀﹁入里門﹂︑︵C︶1︵e︶経﹁卒﹂︑

︵a︶袈二十五経﹁呉子逼︵公害作髭︶伐楚﹂︑左﹁全霊諸軍伐楚﹂︑

⁝吾見子之君子也︑是以告情子子爵︑⁝荘王日︑⁝薫製而去之﹂︑韓

︵24︶

⁝漢心日︑⁝遂引網而 帰 ﹂

﹁宋龍華元二郷而沢之︑⁝華元日︑⁝五量謁見吾子針桐君子︑是以情也︑

47︵b︶成十八左﹁納宋魚石﹂︑襲元公﹁取彰城以封魚石﹂︑︵d︶嚢

日糧爾︑⁝遂曲師而帰 ﹂

︵23︶

使君王柿焉﹂︑︵h× i ︶ 3 6 ︵ b ︶ 1 ︵ e ︶ 参 照

37︵a︶左﹁楚子囲鄭﹂︑公﹁斎王伐襲︑︵c×d︶左﹁孤悪天︑不能審

︵22︶

試也︑⁝盾日︑天乎天乎︑予無罪︑執為三遍挙試其君者乎﹂

不馴︑起慰霊公﹂︑︵q︶1︵S︶左﹁宣子日︑不識﹂︑公﹁親試鱈者︑趙

︵b︶宜二左﹁使婦人載以過朝﹂︑宣六公﹁有人荷蕎自陣而出者﹂︑
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︵a︶襲二十九左﹁呉乱伐越︑露岩焉︑以為閤︑専守舟︑愚子除祭

卒也﹂︑穀﹁門人射呉 子 ︑ 有 前 群 ︑ 反 舎 而 卒 ﹂
︵29︶
観舟︑閣以刀試之﹂︑︵b︶公﹁闇愛甲︑門人也﹂︑穀﹁閣︑門口也﹂︑
︵c︶経﹁闇試呉子除祭﹂
︵a︶昭二経﹁公立晋︑至嘱乃復﹂︑左﹁公如晋︑及河﹂︑︵c︶穀﹁恥

魯公﹂︑︵d︶新﹁孔子歴階而上︑⁝以主戦率︑⁝於是斉人催然而恐﹂︑

寮﹂︑︵c︶穀﹁斉人並課而起︑欲以執魯君﹂︑新﹁斉混融課而起︑欲執

59︵・︶57︵bY︵d×f︶参照︑︵b︶57︵aY58︵b︶参照︑︵d︶新﹁定

︵e︶57︵h︶参照︑︵f︶57︵i︶参照

新﹁孔子歴階爺上︑不尽一等而立︑謂斉侯日﹂︑︵f︶穀﹁斉人使優施

公日︑諾﹂︑︵e︶︵9︶穀﹁孔子狸掘而上︑不尽一等︑無視帰乎斉聖日﹂︑

子日︑笑語者︑罪当死︑使司馬行法焉︑首足異事併出﹂︑新﹁孔子歎

舞於魯君之幕下﹂︑新﹁斉人使優胴燵於魯公之幕下︑傲戯﹂︑︵g︶穀﹁孔

如晋﹂

︵30︶

山王服之︑廻国薬毒︑票総藻服其一﹂︑藩閥公﹁薬昭公朝畠楚︑有美

︵31︶︵a×b︶定三左﹁察昭侯為両楓与両袈以如楚︑献﹁偲﹁滋藤昭王︑

日︑君辱臣当死︑使司馬行法斬焉︑首足蕃習而出﹂︑︵h︶58︵d︶参照︑
︵一×m︶57︵i︶参照

53︵a︶定四経﹁呉入鄙︵公穀作楚︶﹂︑︵b︶穀﹁日入︑易無楚也︑

裟焉﹂︑穀﹁稲船公朝 干 楚 ︑ 有 美 装 ﹂

易無尋者︑壊宗願︑徒世器︑雄平王覇墓﹂

︵32︶

季孫︑三月不違︑日︑家不遜甲︑濫無一瞬之域﹂

︵34︶ 60︵a︶定十二左﹁仲由為季氏宰︑腱鞘三都﹂︑︵b︶公﹁孔子行乎

諸其家﹂

︵京都大学文学部助手

哀十四公

63︵a︶62︵a︶︵c︶翁珍昭︷

︵36︶

大

︵35︶62︵a×c︶哀六左﹁陳僖子使召公子陽生﹂︑公﹁陳乞食人迎陽生子

61︵a︶60︵b︶参照︑︵b︶60︵a︶参照

54−56︵a︶53︵a︶参照︑︵b︶53参照

57︵a︶定十左﹁公会斉侯干祝其︑実爽谷﹂︑新語緋惑﹁魯定公之

時︑極冠侯会於爽谷﹂︑︵b︶i︵d︶︵f︶左﹁黎弥言於斉侯眠︑孔丘知

︵33︶

礼而無勇︑若使莱人以兵劃魯侯︑必得志焉︑斉侯従之﹂︑穀﹁斉人鼓
課而起︑欲以執魯君﹂︑︵h︶新﹁以礼相率︑⁝乃帰魯四邑之艶話﹂︑︵．−︶

穀﹁斉侯逡巡而謝田︑寡人之過也﹂︑新﹁斉侯逡巡雨避席日︑寡人之

58︵a︶57︵a︶参照︑︵b︶左﹁孔子相﹂︑穀﹁孔子相焉﹂︑新﹁孔子行相

過﹂
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