
東晋年表

晋帝 西暦 年号 できごと 通鑑

愍帝 314 建興 2
石勒が襄国に拠り王浚を滅ぼし、河北を制圧

前涼の張軌死去、張寔がつぐ
巻89晋紀11

愍帝 315 建興 巻89晋紀11

愍帝 316 建興 4 劉曜が長安を陥れ、愍帝が降服して西晋が滅亡 巻89晋紀11

愍帝 317 建武 1 劉聡が愍帝を殺す、瑯邪王の司馬睿が晋王に 巻90晋紀12

元帝 318 太興 1
石勒が劉琨を滅ぼす、劉聡が死去し劉曜が自立

司馬睿が帝位につく
巻90晋紀12

元帝 319 太興 2
劉曜が国号を趙（前趙）、石勒も趙王（後趙）

高句麗が慕容廆に敗れる
巻91晋紀13

元帝 320 巻91晋紀13

元帝 321 巻91晋紀13

明帝 322 永昌 1 王敦が反す、元帝が死去し明帝が即位 巻92晋紀14

明帝 323 太寧 1 巻92晋紀14

明帝 324 太寧 2 前涼の張茂が死去、張駿が嗣つぐ；王敦死去 巻93晋紀15

成帝 325 太寧 3 明帝死去、成帝が即位し、庾太后が摂政 巻93晋紀15

成帝 326 咸和 1 巻93晋紀15

成帝 327 咸和 2 蘇峻・祖約らが反乱を起こす 巻93晋紀15

成帝 328 咸和 3 石勒が劉曜を洛陽で殺す；蘇峻が建康を制圧 巻94晋紀16

成帝 329 咸和 4
石勒が前趙を滅ぼし、華北を制圧

陶侃らが蘇峻の乱を平定
巻94晋紀16

成帝 330 咸和 5 石勒が、襄国で皇帝を称する 巻94晋紀16

成帝 331 咸和 6 巻94晋紀16

成帝 332 咸和 7 巻95晋紀17

成帝 333 咸和 8 慕容廆が死に慕容皝が、石勒が死に石弘がつぐ 巻95晋紀17

成帝 334 咸和 9
陶侃が死去、庾亮が西府をつぐ

石虎が石弘を殺し、居摂天王
巻95晋紀17

成帝 335 咸康 1 後趙が鄴に遷都、仏図澄が国師に 巻95晋紀17

成帝 336 咸康 2 巻95晋紀17

成帝 337 咸康 3 石虎が太子𨗉を殺す、慕容皝が燕王（前燕） 巻95晋紀17

成帝 338 咸康 4 成の李寿が国号を漢と改む；拓跋什翼犍が代王 巻96晋紀18

成帝 339 咸康 5 王導・郗鑒が死去、燕王慕容皝が高句麗を攻撃 巻96晋紀18

成帝 340 咸康 6 庾亮が死去 巻96晋紀18

成帝 341 咸康 7 東晋が土断を実施 巻96晋紀18

康帝 342 咸康 8
前燕が龍城に遷都；成帝が死に康帝が即位

高句麗の首都に、前燕が攻め込む
巻97晋紀19

康帝 343 建元 1 成の李寿が死去、子の李勢がつぐ 巻97晋紀19

穆帝 344 建元 2
前燕が宇文部を滅ぼす

康帝が死去し穆帝が即位、褚太后が摂政
巻97晋紀19

穆帝 345 永和 1
前涼の張駿が涼王を称す

庾翼が死去し、桓温が西府の長になる
巻97晋紀19



穆帝 346 永和 2 巻97晋紀19

穆帝 347 永和 3 桓温が成漢を滅ぼし、蜀を晋領とする 巻97晋紀19

穆帝 348 永和 4
仏図澄が死去。慕容廆が死去し、子の慕容儁がつぐ

桓温が征西大将軍となる
巻98晋紀20

穆帝 349 永和 5
石虎が皇帝を称して病死、後趙が混乱に陥る

冉閔が胡族を虐殺する
巻98晋紀20

穆帝 350 永和 6
冉閔が魏国を立てる

前燕が南下し、薊に遷都、忠言は混乱が続く
巻98晋紀20

穆帝 351 永和 7
氐族の苻健が長安に入り、天王大単于（前秦）

殷浩が桓温と対立する
巻99晋紀21

穆帝 352 永和 8
苻健が帝位につく前燕が冉閔を殺し魏が滅ぶ

慕容儁が帝位につく
巻99晋紀21

穆帝 353 永和 9 殷浩の北征が失敗し、王羲之は蘭亭に会する 巻99晋紀21

穆帝 354 永和 10
殷浩が失脚し、桓温が実権をにぎって北伐

前秦が桓温を退けて関中を制圧
巻99晋紀21

穆帝 355 永和 11
前秦の苻健が死去し、苻生がつぐ

前涼の張祚が殺され、張玄靚がたつ
巻100晋紀22

穆帝 356 永和 12 桓温が北伐して洛陽を奪回 巻100晋紀22

穆帝 357 升平 1
前秦の苻堅が天王となる

前燕が鄴に遷都
巻100晋紀22

穆帝 358 升平 2 巻100晋紀22

穆帝 359 升平 3 巻100晋紀22

穆帝 360 升平 4 前燕の慕容儁が死去し、慕容暐がつぐ 巻101晋紀23

穆帝 361 巻101晋紀23

哀帝 362 巻101晋紀23

哀帝 363 興寧 1
前涼の張天錫が自立

桓温が大司馬・都督内外諸軍事となる
巻101晋紀23

哀帝 364 興寧 2 巻101晋紀23

海西公 365 興寧 3 前燕が洛陽占領；哀帝が死に海西公奕が即位 巻101晋紀23

海西公 366 巻101晋紀23

海西公 367 巻101晋紀23

海西公 368 巻101晋紀23

海西公 369 興寧 4 前燕の慕容垂が桓温を破る、慕容垂が前秦に亡命 巻102晋紀24

海西公 370 興寧 5 巻102晋紀24

簡文帝 371 咸安 1
前秦の苻堅が鄴を陥れ、前燕が滅ぶ

桓温が帝を廃し、簡文帝を立てる
巻103晋紀25

孝武帝 372 咸安 2
前秦が王猛を宰相とする

簡文帝が死去し、孝武帝が即位
巻103晋紀25

孝武帝 373 寧康 1
前秦が蜀を東晋から奪取

桓温が死去し、謝安らが輔政する
巻103晋紀25

孝武帝 374 寧康 2 巻103晋紀25

孝武帝 375 寧康 3 王猛が死去 巻103晋紀25



孝武帝 376 太元 1 前秦が、前涼・代国を滅ぼし華北を統一 巻104晋紀26

孝武帝 377 太元 2 巻104晋紀26

孝武帝 378 太元 3 巻104晋紀26

孝武帝 379 太元 4 巻104晋紀26

孝武帝 380 太元 5 苻堅が関中の氐族15万戸を東方に分散配置 巻104晋紀26

孝武帝 381 太元 6 巻104晋紀26

孝武帝 382 太元 7 巻104晋紀26

孝武帝 383 太元 8 淝水の戦い（苻堅が謝玄らに敗れる） 巻105晋紀27

孝武帝 384 太元 9

慕容垂が独立（後燕）

羌族の姚萇が、秦王を称する（後秦）

慕容沖が独立（西燕）、晋軍が北伐

巻105晋紀27

孝武帝 385 太元 10

姚萇が苻堅を殺す

呂光が姑臧で独立（後涼）

乞伏国仁が大単于を称す（西秦）

謝安が死去

巻106晋紀28

孝武帝 386 太元 11

拓跋珪が代王になる、代を魏と改める

後燕は中山に、後秦は長安に都を定める

前秦の苻登が帝位をつぐ

巻106晋紀28

孝武帝 387 太元 12 巻107晋紀29

孝武帝 388 太元 13
西秦の乞伏国仁が死去、弟の乾帰がつぐ

謝玄が死去
巻107晋紀29

孝武帝 389 太元 14 巻107晋紀29

孝武帝 390 太元 15 巻107晋紀29

孝武帝 391 太元 16 巻107晋紀29

孝武帝 392 太元 17 殷仲堪が、西府の長になる 巻108晋紀30

孝武帝 393 太元 18 後秦の姚萇が死去し、姚興がつぐ 巻108晋紀30

孝武帝 394 太元 19 後燕が西燕を滅ぼす、東晋で司馬道子が専権 巻108晋紀30

孝武帝 395 太元 20 巻108晋紀30

安帝 396 太元 21

後燕の慕容垂が死去、子の慕容宝は弱体化

拓跋珪が帝位に（道武帝）、北魏が後燕に侵攻

東晋の孝武帝が変死し、安帝が即位

巻108晋紀30

安帝 397 隆安 1

南涼・北涼が独立、北魏が黄河以北の中原制圧

慕容宝が龍城して後燕を維持

北府の王恭が、道子に内政改革を迫る

巻109晋紀31

安帝 398 隆安 2

北魏が平城に遷都、このころ部族解散

慕容徳が滑台で独立（南燕）

慕容宝が殺され、慕容盛がつぐ

劉牢之の寝返りによって、王恭が殺される

巻110晋紀32

安帝 399 隆安 3

呂光が死去して後涼が混乱、呂纂がつぐ

法顕が長安から陸路インドへ（～412年）

孫恩の乱、桓玄が殷仲堪と戦い、西府の長に

巻111晋紀33



安帝 400 隆安 4

西秦が後秦に降服、敦煌で西涼が独立

南燕が広固に移る

孫恩の水軍が建康に迫り、劉裕がこれを撃退

巻111晋紀33

安帝 401 隆安 5

後涼の呂纂が殺され、呂隆が立つ

沮渠蒙遜が段業を殺して北涼を奪う

桓玄が建康を制圧、道子・劉牢之らが殺される

鳩摩羅什が長安に至る

巻112晋紀34

安帝 402 元興 1 北魏が後秦と戦う、孫恩が自殺 巻112晋紀34

安帝 403 元興 2
後秦が後涼を滅ぼす

桓玄が受禅し、楚を建国（永始元年）
巻113晋紀35

安帝 404 元興 3
鳩摩羅什が後秦の国師となる

劉裕のクーデター成功、桓玄が殺される
巻113晋紀35

安帝 405 義熙 1 巻114晋紀36

安帝 406 義熙 2 巻114晋紀36

安帝 407 義熙 3
赫連勃勃が夏国を建てる

後燕が高句麗の高雲に国を奪われて滅ぶ
巻114晋紀36

安帝 408 4 巻114晋紀36

安帝 409 5

馮跋が北燕を建てる

西秦が後秦からふたたび独立

北魏の道武帝が殺され、明元帝がつぐ

劉裕が南燕を討つ

巻115晋紀37

安帝 410 6
劉裕が南燕を滅ぼす

廬循が建康に迫るが、劉裕に撃退される
巻115晋紀37

安帝 411 7 巻116晋紀38

安帝 412 8 劉裕が劉毅を討滅、土断を実施 巻116晋紀38

安帝 413 9 巻116晋紀38

安帝 414 10 巻116晋紀38

安帝 415 11 巻117晋紀39

安帝 416 12
後秦の姚興が死去、後秦が乱れる

劉裕が中外大都督となり、洛陽を陥れる
巻117晋紀39

安帝 417 13
劉裕が長安を陥れ、後秦を滅ぼす

休之・国ハン・王慧龍らが北魏に帰す、慧遠が没
巻118晋紀40

恭帝 418 14
夏国が長安を取り、関中を制す

劉裕が宋公となる
巻118晋紀40

恭帝 419 巻118晋紀40

恭帝 420 永初 1
北涼が西涼を攻め、翌年これを滅ぼす

劉裕が受禅して帝位につく（武帝）
巻119宋紀1

劉宋 421 2 巻119宋紀1

劉宋 422 3 宋の武帝が死去、少帝が即位 巻119宋紀1

劉宋 423 巻119宋紀1
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