
包囲攻撃： 

フラウィウス・ヨセフスの著書『ユダヤ戦記』は、マサダがユダヤ人抵抗勢力の最
後の砦だったと伝えている。西暦73年もしくは74年、8000の兵士を伴う10番目の
ローマ軍部隊は、フラウィウス・シルヴァの指揮によってその山に包囲攻撃を仕掛
けた。攻撃は数ヶ月にわたり続いた。ヨセフスの著述によれば、ユダヤの敗色が濃
厚になったとき、エルアザル・ベン・ヤイルは、総勢960人をまとめる自軍の指揮官
たちに2度の演説を行ったという。ローマの奴隷として恥と屈辱にさらされて生き
るくらいならば、我々は家族も含め全員で自決すべきだ、と。ヨセフスは次のよう
に書き残している。

“そして殺害を実行する10人がくじ引きによって選ばれた。他の者たちはそれぞれ
の妻子とともに横たわると腕を投げ出し、その悲壮な部屋の中で、執行者たちの
前に自らの喉をすすんで差し出した。執行者たちは着実に任務をこなしていき、最
後にはそのくじ引きのルールを自分たち自身に適用した。そして選ばれた1人はま
ず他の9人を殺し、最後に自害した。彼らはローマの手に堕ちてまで生きる魂は持
ち合わせていない、という信念のもとに死んでいった。そしてローマ人たちは城内
に侵攻を進めたが…もちろん敵と相対することはなかった。目にしたのは凄惨な
現場とそこに漂う激情、そして静寂だった。彼らは遺体の山を目の前にして呆然と
し、ここで何が起こったのか推測することすらできなかった。ローマ人たちは敵を
征服したことを喜ぶのではなく、ユダヤ人たちの選択の高潔さ、そして彼らが死を
ものともせず遂げた確固たる行為を讃えた。”
（フラウィウス・ヨセフス 『ユダヤ戦記』 395-406）

ヨセフスによると、山頂の貯水槽の中に隠れていた2人の女性と5人の子どもが、
その夜に何が起こったのかをローマ人たちに語ったという。ニサン（ユダヤ暦上の
正月）の15日、“過ぎ越しの祝い”の初日。マサダ陥落は、ローマによるユダヤ征服
の最終章となった。ローマ軍の予備部隊はその地に2世紀初頭まで残留した。

赤穂義士の墓：

赤穂の大名である浅野長矩は、神聖な行事が行なわれている最中の江戸城内に
おいて、高家の吉良上野介を斬りつけた。浅野に対する吉良の、武士道に背いた
敬意なき振る舞いをこれ以上許せなかったからだとも伝えられている。幕府はそ
の日のうちに、浅野に切腹を命じた。

浅野の家臣たちにとって、その審判は受け容れられるものではなかった。47人の
家臣たちは筆頭家老である大石内蔵助良雄のもと、主君の死に対する復讐を果
たすべく結束した。1702年12月14日、彼らは江戸・本所の吉良邸を襲撃し、主君の
屈辱を晴らした。彼らは浅野の墓前に吉良の首を供えたのち、官憲に仇討ちを報
告し、裁きを求めた。

12月15日の夜、細川・松平・森・水野の4人の大名が家臣たちの身分を預かること
となった。1703年2月4日、数週間の慎重な審議の末、幕府は彼らの侍としての尊
厳を重んじ、切腹を命じた。彼らの死は名誉あるもので、斬首は相応しくないと判
断されたのだった。家臣たちは主君の墓のすぐ近くに、かつて彼らが暮らしていた
住居に準じて4つのブロックに分けられて埋葬された。
（注：寺坂吉右衛門と萱野三平は記念碑によって祀られている。）

赤穂義士たちの復讐劇はさまざまな形で語り継がれ、現在では「忠臣蔵」という名
で呼ばれることが多い。この物語は300年経った今でもよく知られており、日本人
の琴線に触れる力を持っている。家臣たちの武士道精神、そして「忠」や「義」とい
った命題は現在も日本人に深く尊重されている。
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Masada | Judaean Desert, Israel
The graves of Ako Gishi (loyal samurai retainers of Ako):
 
Asano Naganori, the feudal lord of Ako, was driven to assault his advisor 
and protocol official Kira Kouzukenosuke with his sword at the solemn Edo 
Castle when he could no longer tolerate how Kira treated him with no 
respect for the way of the samurai. Consequently, the Shogunate punished 
Asano with an order to kill himself by seppuku (hara-kiri) on the very same 
day.

His retainers could not accept the judgement and 47 of them were united 
under the chief retainer, Oishi Kuranosuke Yoshitaka, with a mission to 
avenge the death of their master. On December 14, 1702, they raided Kira's 
residence in the Honjo area of Edo and made up for the humiliation 
suffered by their lord. They reported their accomplishment to Asano's grave 
by presenting Kira's decapitated head and turned themselves in to authori-
ties to seek justice.

On the evening of December 15, four other lords (Hosokawa, Matsudaira, 
Mori and Mizuno) were entrusted with custody of the loyal retainers. After 
weeks of difficult deliberation, the Shogunate sentenced them to seppuku 
on February 4, 1703, saving their dignity as samurai: they were spared 
outright execution by beheading. They were immediately buried beside the 
grave of their master, separated into four blocks according to the residenc-
es where they had been accommodated. (Note: Terasaka Kichiemon and 
Kayano Sanpei are honored with cenotaphs.)

The avenge of the Ako Gishi has been made into various plays and is now 
commonly called "Chu-shin-gura” (The Story of the Loyal Retainers). It is a 
popular tale and one that still touches the Japanese heart even after 300 
years. The chivalry of the loyal retainers and the themes of "Gi"（justice;義） 
and "Chu"（loyalty;忠） are still highly esteemed by the Japanese.

The Siege：

According to Josephus, Masada was the last rebel stronghold in Judea. In 
the 73 or 74 CE, the Roman Tenth Legion (consisting 8,000 troops), led by 
Flavius Silva, laid siege to the mountain. The siege lasted a few months. As 
Josephus describes it, when the hope of the rebels dwindled, Eleazar Ben 
Yair gave two speeches in which he convinced the leaders of the 960 mem-
bers of the community that it would be better to take their own lives and the 
lives of their families than to live in shame and humiliation as Roman 
slaves. In Josephus' own words:

"Then, having chosen by lot ten of their number to dispatch the rest, they 
laid themselves down each beside his prostrate wife and children, and, 
flinging their arms around them, offered their throats in readiness for the 
executants of the melancholy office. These, having unswervingly slaugh-
tered all, ordained the same rule of the lot for one another, that he on whom 
it fell should slay first the nine and then himself last of all;... They had died 
in the belief that they had left not a soul of them alive to fall into Roman 
hands; The Romans advanced to the assault...seeing none of the enemy but 
on all sides an awful solitude, and flames within and silence, they were at 
a loss to conjecture what had happened here encountering the mass of 
slain, instead of exulting as over enemies, they admired the nobility of their 
resolve and the contempt of death display by so many in carrying it, unwav-
ering, into execution."
(Josephus Flavius, The Wars of the Jews, VII, 395-406)

According to Josephus, two women and five children who had been hiding 
in the cisterns on the mountaintop told the Romans what had happened 
that night, on the 15th of Nissan, the first day of Passover. The fall of 
Masada was the final act in the Roman conquest of Judea. A Roman auxilia-
ry unit remained at the site until the beginning of the second century CE.
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