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H30.11.25  柿原功 

1．士族の反乱 

 [読売新聞、維新 150年第 10部サムライたちの最期より引用] 

 征韓論政変で下野した肥前出身の初代司法卿・江藤新平は、司法権の独立や情報公開を主張した民

権派だった。明治 7年(1874)、国会開設を求める「民撰議員設立建白書」の提出者にも名を連ねたが、

前後して佐賀に帰郷し、征韓を主張する一派に担がれて佐賀の乱を起こす。大久保利通に対する最初

の士族反乱だった。 

 

 

佐賀の乱                     H30.10.22 

  [読売新聞、維新 150年第 10部サムライたちの最期より引用] 

 佐賀市の佐賀城跡の一角に「殉国十三烈士の碑」がある。佐賀の乱に敗れ城内で処刑された江藤ら

13人の名が刻まれている。大木に覆われ、日中も薄暗い碑の前で、江藤の無念を思った。 

当時佐賀県では、征韓を主張する征韓党と、政府の欧化主義に反対する憂国党が設立され、政府は暴

発を警戒していた。明治 7 年 2 月 1 日、官金を扱っていた金融機関「小野組」の佐賀出張所が憂国

党員に襲われた。治安維持を担う内務卿・大久保利通の動きは素早かった。 

 

 大久保は佐賀への出張を願い出て、2月 9日に軍事、行政、司法の全権（臨機処分権）を与えられ

た。熊本、東京、大阪などの鎮台兵の出動が決まり、数日後に大久保も東京を出発。佐賀城本丸歴史

館学芸員の藤井祐介さんは「佐賀討伐の機会を狙っていたところに襲撃事件が起きたのではないか」

と推察する。 

 

 江藤と、「北海道開拓の父」とされる同郷の島義勇（よしたけ）はそれぞれ、人心を鎮めるために

帰郷したが、大久保が佐賀県権令に任じた土佐出身の岩村高俊が、熊本鎮台兵とともに佐賀城に入城

することが伝わると、2人は反政府の立場で協力を誓い、江藤は征韓党、島は憂国党を率いて挙兵し

た。 

 

江藤は同志から兵力について過大な報告を受け、鹿児島の西郷隆盛らも呼応して兵を挙げると甘い

見通しを告げられていた。佐賀軍は当初、佐賀城を占領したが、兵力も装備も勝る政府軍の援軍が到

着すると支え切れなかった。 

江藤は逃走し、鹿児島で西郷に助力を求めたが、断られ、高知で捕縛された。佐賀城に設けられた

臨時裁判所での審理はわずか 2 日間で、事前の処分案通り江藤と島に「梟首（きょうしゅ）」（さら

し首）が言い渡され、即日執行された。ほかに幹部 11人が斬首されるなど 400人以上が有罪となっ

た。 
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佐賀城 鯱の門             佐賀城 天守台 

 

  

佐賀城 堀                カノン砲  

 

 

 熊本・神風連の乱                 H30.11.21 

  [読売新聞、維新 150年第 10部サムライたちの最期より引用] 

明治新政府が進めた欧化政策と、徴兵令、廃刀令など武士の特権を奪う諸改革に士族たちの不満が爆

発した。明治 9 年(1876)、熊本・神風連（しんぷうれん）、福岡・秋月の乱、山口・萩の乱が続発し

いずれも鎮圧される。サムライたちは前時代の遺物として葬り去られよううとしていた。 

  

 神風連こと敬神党は復古的攘夷主義を掲げ、「宇気比（うけひ）」という神のお告げで行動を決めた。

一党は白川（のち熊本）県下の大小の神社の神職に任ぜられたが、採用試験で申し合わせたように「人

心が正され皇道が興隆すれば、元寇のように神風が吹き起って外敵を払い除くだろう」と答えたので

「神風連」の異名が生まれた。蔑称と言える。 

  一党は明治 8 年(1875)、「被髪（髪を結ばずに解き乱してあること）脱刀等醜態決して致す間敷

（まじく）」などとする誓書に血判を押した。しかし翌 9 年 3 月に廃刀令、6 月に県の散髪（断髪）

令が出される。この間、首領の太田黒伴雄（おおたぐろともお）の所に若者たちが押しかけ、「いつ

死なせてくれますか」と詰め寄った。太田黒は覚悟を決め、宇気比で神意を聞いた。決起は「可」と

出た。 

 福岡藩の支藩だった旧秋月藩の士族の一党・秋月党の宮崎車之助（しゃのすけ）と、政府高官の座

を辞して長州・萩に帰っていた吉田松陰門下の前原一誠が呼応して挙兵することを約束した。神風連

の決起は、宇気比で旧暦 9月 8日（10月 24日）夜と決まった。 

 

 当夜、集まったのは約 170 人。大方は白鉢巻き、白たすきに両刀差しという格好で、甲冑や烏帽
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子・直垂（ひたたれ）姿もあった。西洋伝来の銃や大砲は使わず、武器は刀と槍、放火用の焼き玉だ

けだった。要人宅を襲撃して熊本鎮台司令長官らを殺害し、鎮台の建物に放火して逃げまどう兵士を

切りまくった。 

 しかし、態勢を立て直した鎮台側が一斉射撃を始めると総崩れとなった。戦死、自刃、処刑、獄死

らどを合わせ、神風連側の使者は 124 人。数え年 20 歳以下の少年も 17 人いた。政府側も県幹部ら

を含め 100人以上が死んだ。 

 

神風連に傾倒した作家・三島由紀夫は、晩年の作品「奔馬（豊饒の海・第二巻）」で神風連の事績

を詳しく書き、主人公の大学予科学生に「昭和の神風連を興す」と理想を語らせる。彼らは「神風連

の純粋に学べ」をスローガンに、財界要人らの暗殺企てるが果たせず、主人公は単身テロを決行して

腹を切る。純粋な行動とは何か。作家自身の最期とも重なる。 

 

  

自刃した太田黒伴雄ら 124人の墓が並ぶ   桜山神社 

 

 

 福岡・秋月の乱                  H30.10.13 

  [インターネットより引用] 

明治 9年(1876)10月 24日に熊本で起こった神風連の乱に呼応して旧秋月藩の士族宮崎車之助、磯

淳、戸原安浦、磯平八、戸波半九郎、宮崎哲之助、土岐清、益田静方、今村百八郎ら約 400 名によ

って起こされた反乱である。 

 

神風連の乱から 3 日後の 10 月 27 日、今村を隊長とする「秋月党」が挙兵、まず明元寺で説得に

あたった福岡県警察官・穂波半太郎を殺害。旧秋月藩の士族はあらかじめ旧豊津藩の士族、杉生十郎

らと同時決起を約束していたため、このあと豊津へと向かい、10月 29日に到着する。しかしこの時

旧豊津藩士族は決起しない方針を固め、杉生らは監禁されており、談判中。豊津側の連絡を受けて到

着した乃木希典率いる小倉鎮台が秋月党を攻撃。秋月側は使者 17名を出し（政府軍の死者 2名）江

川村栗河内（現朝倉市大字江川字栗河内）へ退却。10月 31日に秋月党は解散し、磯、宮崎、土岐ら

7 士は自刃した。抗戦派の今村は他 26 名とともに秋月へ戻り、秋月小学校に置かれていた秋月党討

伐本部を襲撃し県高官 2名を殺害、反乱に加わった士族を拘留していた酒屋倉庫を焼き払ったのち、

分かれて逃亡したが、11 月 24 日に逮捕された。なお益田は挙兵前の 10 月 26 日に佐賀藩士族の同

時決起を求めるため佐賀へ向かったが、その帰りに逮捕されている。 

 

12 月 3 日に福岡臨時裁判所で関係者の判決が言い渡され、首謀者とされた今村と増田は即日斬首

され、約 150名に懲役、除族などの懲罰が下された。 
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秋月城 瓦坂               秋月城 長屋門 

 

  

秋月城 黒門              秋月城 黒門 

 

 

 山口・萩の乱                                   H30.5.30 

  [インターネットより引用] 

 明治 9 年(1876)10 月 24 日に熊本で起こった神風連の乱と、同年 10 月 27 日に福岡県 で起こっ

た秋月の乱に呼応し、山口県士族の前原一誠（元参議）、奥平謙輔ら約 200名(吉田樟堂文庫「丙子萩

事変裁判調書」では 506名、岩村通俊遺構では 2千余名と諸説あり)によって起こされた反乱である。

後の第 26代内閣総理大臣・田中義一も当時 13歳で反乱に参加している。 

 

前参議前原一誠は辞職したのち故郷で各地の不平士族と連絡を取っていたが、熊本城下での神風連

の決起を聞くと旧藩校明倫館を拠点に同志を募り、10月 26日には県庁を挟撃するため須佐育英館長

の坂上忠介や多根卯一、徳山の同志・今田浪江らに決起を促す使者を派遣した。10月 28日には前原

を指導者とする「殉国軍」が挙兵したが、県庁襲撃は政府側に事前に察知されたため、天皇に直訴す

るため紫福を経て須佐より山陰道を東上するように方針を転換し 10月 30日には須佐 67人と合流し

約 300名にて地扱所を占拠し兵糧を確保する。 

しかし、海路で浜田に向かったところ悪天候で断念し江崎に上陸した後、虚報(袂を分かった諫早

基清が萩を占拠し近親者を処罰しているという説）により 10 月 31 日萩越ケ浜より明倫館に戻った

が、備蓄弾薬が池に破棄されており、待ち伏せていた政府軍と市街戦が発生。これを退けるも橋本町

辺に 68軒の焼失被害を出す。弾薬欠乏から前原らは軍勢を囮として小倉信一、有福洵充にまかせ幹

部 5 名のみ直訴のため別行動をとった。小倉らは萩で三浦悟楼少将率いる広島鎮台と軍艦孟春の攻

撃を受け、11月 6日までに政府軍により鎮圧された。 
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 別行動をとった前原、奥平ら幹部と従者白井林蔵、馬来木工の 7 名は東京へ向かうべく船舶にて

萩越ケ浜を出航したが、悪天候のため宇竜港(出雲市内)に停泊中水先案内人に通報されたことで 11

月 5日に島根県令佐藤信寛らに包囲され、弁明の機会を与えることを条件に投降し逮捕された。 

 12 月 3 日に山口裁判所、萩臨時裁判所にて弁明の機会を与えられぬまま関係者の判決 が言い渡

され、首謀者とされた前原と奥平ほか 6名の幹部は即日斬首された。 

 

  

萩城 堀                萩城 堀  

 

  

萩城 天守台              萩城 

 

 

２．西南戦争 

  [田原坂西南戦争資料館の資料より引用] 

徳川幕府解体後、明治政府は廃藩置県や地租改正を進め、封建から近代国家への歩みを進めていっ

た。しかし、旧藩閥の対立や政争、官僚の汚職・職権乱用事件などを抱え、新政府の政策により特権

や経済基盤を失った旧士族の不満が徐々に高まっていった時期でもある。 

そのような状況の中、明治 6 年に参議・近衛都督の職にあった陸軍大将・西郷隆盛が、いわゆる

征韓論争について大久保利通や岩倉具視と意見が対立し、下野。西郷の後を追うように、桐野利秋、

篠原国幹の両陸軍少将をはじめ宮内大丞、村田新八ら政府の中枢にいた鹿児島出身の官僚、軍人約

600名も大挙して辞職し帰郷した。これを境に、維新の原動力となった薩摩の藩閥は、西郷隆盛派と

政府に残った大久保利通派に大きく分裂することになる。 

 

鹿児島では、帰郷した桐野利秋、篠原国幹らを中心に士族中心体制が構築されつつあるなか、明治

7年に私学校が開設される。私学校の組織には藩政の骨格がそのまま再編され、役人の人事も中央に

従わず、鹿児島はさながら独立国家の観を呈していた。明治維新を成し遂げた薩長土肥のなかでも、
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抜きんでた力を誇る薩摩藩の軍事力はそのまま健在であり、また反政府感情も極めて高かったことか

ら、中央政府にしてみれば鹿児島はいつ爆発してもおかしくない爆弾のようなものであった。 

 

明治 7 年 2 月、江藤新平らによる「佐賀の乱」が勃発。明治 9 年の廃刀令や金禄公債証書発行条

例などの公布でますます士族の不平が高まるなか、同年 10 月には熊本「神風連の乱」、福岡「秋月

の乱」、山口「萩の乱」など、その思想的背景は必ずしも同じではなかったが、たて続けに士族の反

乱が起こる。相次ぐ反乱にも関わらず沈黙を守っていた薩摩は、西郷の威望によりその爆発力を押さ

え込んでいたのである。 

 

鹿児島の処遇について、長州閥の木戸孝允は薩摩の代表である大久保の責任を厳しく追及。木戸の

突き上げにより大久保は、腹心であり同じく鹿児島出身の大警視・川路利良らと善後策を図る。川路

は 12 月に鹿児島出身の 23 名を密偵として鹿児島に潜入させ、状況の視察と私学校関係者の離間工

作を指示。政府はこれに呼応して、鹿児島にあった薩摩軍所管の武器弾薬を秘密裏に持ち出そうとす

る。 

 

これを政府の露骨な挑発と受け取った急進派の私学校生徒は、桐野や篠原ら私学校幹部に無断で火

薬庫を襲撃。さらに政府密偵の大量逮捕によって、真偽は不明ながらも、政府との対立は決定的とな

っていた。 

予期せぬ火薬庫襲撃事件に西郷は「汝（わい）どま、弾薬に何の用があっちゅうとか！ないごて、

追盗（おっと）つたとか」と幹部を前に激怒したという。しかしながら、私学校幹部ほか挙兵決行の

意志が高いのを知ると、ついに西郷も決意。ここに運命の振り子が大きく振られたのである。 

 

 

 私学校党 

  [読売新聞、維新 150年第 10部サムライたちの最期より引用] 

鹿児島市の国道 10号沿いにある「私学校跡」の石垣には、西南戦争の銃弾の痕が残る。九州の山野

で約 7ヶ月に及んだ戦闘で、政府軍と薩摩を合わせて 1万 3600人もの犠牲者が出た。発端は私学校

生徒「私学校党」の暴発だった。 

 

明治維新の主導勢力でありながら、西郷の私兵とも見られかねない私学校党が割拠する鹿児島県は

危険視された。当時の新聞は「庶民も政府も『鹿児島の暴発は時間の問題』と考えていた」と書いて

いる。 

挙兵を決意した西郷は私学校党に「体を預けた」。緻密な軍略家だった幕末の姿はない。 

司馬遼太郎は「翔ぶが如く」で、「敗北を決意したか、なるようになれ、というような自暴自棄に身

を委ねたか、そのどちらかというほかない」と書いた。 

 

鹿児島では 50年ぶりという大雪の中、西郷は鹿児島を出発した。「政府へ尋問の筋これあり」。心

ならずも立たざるを得なかったのか。暗殺計画の疑念解消が理由では大義名分はないに等しいが、薩

摩は時の勢いで総勢約 1万 3000人にも膨れ上がり、熊本を目指して北上した。 
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熊本城                      H30.3.16、H30.10.7 

  [ンターネットより引用] 

明治 10 年(1877)2 月 15 日、50 年ぶりの大雪の中、薩軍が北上を始めた。かねてより薩摩不穏と

の情勢をつかんでいた熊本鎮台司令長官谷干城（たにたてき）は前日の 14日に籠城を決意した。前

年 10月の神風連の乱からまだ鎮台兵の士気が回復していなかった。 

籠城が決まると食料、薪、炭などを備蓄し、橋を撤去したり、通路を塞ぎ、地雷を埋め、19 日に

は射界の清掃のために市中に火を放ち、開戦前に城下は焦土と化した。 

 

市中放火とほぼ同時刻、天守と本丸御殿一体が火炎となった。原因は自焼、放火などいくつかの説

があるが、いまだに特定はできていない。城内には歩兵第 13 連隊を中心に 3500 人が守りにつき、

かたや薩軍は 1万 3000人が鹿児島を出発していた。 

 

2月 21日に城下に入った薩軍に対し、竹の丸、飯田丸の砲台から砲撃を加えたが、薩軍は応じず、

小競り合いに終わった。 

翌 22日午前 7時、薩軍は総攻撃を始め、城の四方から攻めたものの、攻めあぐね城内に入ることは

できなかった。23日、24日も同様に激戦が繰り広げられた。最も戦闘が激しかったのが城の西端に

ある段山方面で、第 13連隊長の与倉知実はここで重傷を負いやがて死亡。また、藤崎八幡宮もこの

時焼失した。3 日間の激戦の末、薩軍は一兵も城内に入ることができず、3000 人の攻囲軍を残し北

の田原坂へと兵を進めた。 

 

3 月 19 日、陸軍中将黒田清隆率いる衝背軍が八代方面に上陸、熊本城を目指し北上を始めた。翌

20日には田原坂が陥落。薩軍も必死に抵抗するが、ついに 4月 14日衝背軍が薩摩の囲みを突破し熊

本城に入城。52日間に及ぶ籠城戦は終了し、熊本城は不落の堅城を名実ともに実証した。 

 

 

田原坂                          H30.11.21 

  [インターネットより引用] 

熊本城で籠城している主力に援軍を送りたい政府軍は、唯一大きな大砲を送れる田原坂を通る必要

があった。当然、それを阻止したい薩軍と大きな戦闘がここで起こり、田原坂は 100 年後も銃弾の

跡を多数残す激戦地となった。ここでの戦いが西南戦争の勝敗を決めたと言われている。 

 田原坂は熊本市北区植木町豊岡一帯にあり、幅 4m、距離 1.5km、標高差 60m の緩やかな坂道で

ある。実はこの田原坂も加藤清正が築いた北の拠点である。丘陵を蛇行しながら進むような造りにな

っていて先の見通しができないため、簡単に進めないのである。 
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薩軍はこの田原坂で政府軍を待ち受けており、政府軍の方は田原坂の一の坂、二の坂、三の坂を抜

けることができなかった。 

西南戦争は大砲や小銃などの当時では近代的な武器を使用した戦いとなったが、この田原坂で発砲

された弾丸は政府軍だけで 1日 60万発に達した。あまりに多くの弾丸が飛び交ったので、空中で弾

丸同士がぶつかったとさえ言われている。実際に、空中でぶつかった「かちあい弾」と呼ばれるもの

が、今でも田原坂から出土するそうである。 

 

薩軍は武士の出身である士族で構成されていたため、日本刀などを扱った剣術に優れた軍隊だった。

一方、政府軍は徴兵されてから初めて銃剣等の訓練を積んだ農民出身の兵士が多く、戦い慣れしてい

なかったため、田原坂での戦闘は難航した。薩軍の士族が奇声を発しながら切り込みに行くと、その

迫力に負けて政府軍の兵士が逃げ出してしまったといわれる。 

 

そこで、政府軍は警視隊（今の警察官）の中から選抜された精鋭部隊、「警視抜刀隊」を結成した。

政府軍は白兵戦の手慣れである警視抜刀隊を薩軍にぶつけることで状況を打開しようとした。実は抜

刀隊の中には、薩摩藩に滅ぼされた会津藩出身の若者もいたということで、その恨みをはらすべく、

薩摩藩士に負けない気力でぶつかっていったのであろう。 

 

天候も政府軍に味方し、雨が降り続くことで薩軍の銃は不発になった。また軍服や靴をしっかり履

いている政府軍と比べ、薩軍は木綿の服にわらじの靴だったため、非常に体力を消耗する戦いを強い

られた。この田原坂での戦いによって、西南戦争の実質的勝利は決定し、薩軍は敗走するのみとなっ

てしまう。 

 

  

田原坂公園    

  

 雨は降る降る 陣羽は濡れる 越すに越されぬ 田原坂  

          右手(めて)に血刀 左手(ゆんで)に手綱 馬上ゆたかな 美少年 

          山に屍(しかばね) 川に血流る 肥薩の天地 秋にさびし 

          草を褥(しとね)に 夢やいずこ 明けのみ空に 日の御旗 

          泣いてくれるな かわいの駒よ 今宵しのぶは 恋でなし 

          どうせ死ぬなら 桜の下よ 死なば屍(かばね)に 花が散る 

          田原坂なら むかしが恋し 男同士の 夢の跡 

          春は桜よ 秋ならもみじ 夢も田原の 草枕 
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田原坂 弾痕の家            四斤山砲 

 

 

 七本官軍墓地（ななもとかんぐんぼち）        H30.11.21 

  [読売新聞、維新 150年第 10部サムライたちの最期より引用] 

田原坂に近い熊本市北区植木町に七本官軍墓地がある。将校や兵卒らの墓碑が並ぶ区域と離れて、

高さ 40cmほどの小さな墓碑が 10基、モミジの巨木の根元に並んでいる。いずれも政府軍に雇われ

て食料や武器弾薬の運搬などに従事した「軍夫」の墓である。 

 

武器を持たずに前線にも出る軍夫の賃金は、当時の東京の土木・建設労働者の 2～3倍だった。だ

が、生命の危険があり、農作業に差し障るため、農民は応募に消極的だったという。反対に積極的に

応募したのが、普段から危険な作業をしている筑豊炭田の坑内作業員たちだった。炭鉱労働より高賃

金だったからだ。軍夫の中には氏名もわからず、路傍に埋葬された人も少なくないという。 

 

七本官軍墓地には西南戦争で戦死した政府軍の 300 人が埋葬されている。内訳は軍人 276 人、軍

夫 10人、警察官 14人で、大半は田原坂の戦いの後、植木周辺や滴水(たるみず)、木留(きとめ)など

の戦闘で亡くなった。埋葬場所は所属によって分けられ、軍人はさらに階級で区画や墓碑の大きさが

異なっている。軍人の墓碑は砂岩でできており、剥離、崩落などの傷みが目立つ。 

 

  

七本官軍墓地              七本官軍墓地 
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城山                                                  H30.10.8 

   [インターネットより引用] 

 鹿児島を出てから半年後の 8 月、西郷以下の薩軍は延岡の北郊長井村で政府軍に包囲されてい

た。薩軍は最後の力を振り絞って延岡奪回の攻撃を行ったが成功せず、西郷はついに解兵令を出して

軍を解散した。西郷のもとに残った兵は 600、身軽になった薩軍は可愛岳(えのだけ)の険を突破して

官軍の糧食を奪いながら三田井(高千穂町)に出た。ここで西郷は「鹿児島へ帰っど」と帰郷を決した。

この一言は生き残った兵たちの足どりを軽くした。 

三田井を出て 10日後の 8月 31日、西郷らは蒲生に着いた。鹿児島まで 20kmのところである。 

 

鹿児島はすでに官軍の占領下にあったが、駐屯する政府軍は少数で川路利良の警視庁巡査隊 1500

と軍の一部が留まっていた程度である。薩軍 370 余人は 3 隊に別れた。9 月 1 日午前、辺見十郎太

の前軍が鹿児島に突入、政府軍の駐留する私学校を奪回した。続いて後軍も市内に突入、城山を占領

した。突然の薩軍出現に驚いた県令岩村通俊は軍艦高千穂で逃げ出す有様であった。 

ほぼ無傷で私学校および鹿児島城跡と城山に陣取った薩軍に 100人ほどが市内から駆け参じた。熊

本攻城戦などで負傷帰還していた若者たちであった。しかし武器弾薬の手持ちは少なく、小銃は 150

挺ほどであった。大砲 6 門と臼砲 9 門があったというが、砲弾が僅少で役に立たなかったようであ

る。 

 

薩軍の本営は城山の最高所付近に置かれ、西郷自身は側近とともにそこから東に下った岩崎谷に洞

窟を掘って居所とした。一方の政府軍は続々と鹿児島に集結。約 5 万の兵力で城山の包囲陣地を構

築していた。勝敗は目に見えていたが、参軍の山県有朋は可愛岳の戦訓から、包囲防守を第 1 とし

て攻撃を第 2とする方針で臨み、完全包囲網の構築を優先させた。 

 

9月 23日、政府軍に捕らえられていた山野田一輔が川村純義からの伝言を城山に持ち帰ってきた。

それは政府軍の総攻撃が明日と言うことと降伏するならば本日午後 5 時までであるという最後通告

であった。これらの通告に対して西郷は、「回答の要なし」と無視した。この夜、西郷の陣では最後

の宴が催された。謡や舞、琵琶の音、笑い声、そして交わす盃は水であったが、まるで祝宴のようで

あったという。さらに夜空に数 10発の花火があげられたという。 

  

24日午前 3時 50分、砲撃と同時に官軍の総攻撃が始まった。洞窟前では桐野ら 40人ほどの幹部

が整列して西郷の閲兵を受けた。 

午前 5 時頃には城山の頂上が政府軍に制圧され、洞窟前に政府軍が到達するのも時間の問題とな

った頃、西郷は洞窟を出て警護の兵とともに岩崎谷口の坂道を下り始めた。これに桐野や別府の幹部

たちも続いた。坂の下には政府軍の兵士たちが待ち構えている。坂の途中で西郷の巨体が銃声ととも

に崩れ倒れた。弾が西郷の肩から股を撃ち抜いたのである。西郷は別府晋介を呼び、東を向いて端座

した。負傷していた別府晋介は最後の力を振り絞って西郷の首を切り落とした。 

 

西郷隆盛、享年 51歳。そして 7ヶ月余りにわたった日本最後の内戦、西南戦争も幕を閉じた。 
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城山を背に立つ西郷隆盛の銅像      城山より桜島を見る 

 

 

完 

 


