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西南戦争における西郷隆盛の役割りについて 

要旨：西郷が西南戦争における作用に関する研究は少ない。本稿では、西南戦

争における西郷の役割を中心に検討したい。これに関する研究はあまり多くな

く、そして史料の制約と研究者の立場の違いから、定説には達せられていない。

本稿では史料を基にし、各研究者の考えを踏まえ、自分の結論を下そうとする。

西郷隆盛という人物と明治維新後の初期の歴史をよりいっそう理解してみた

い。中国人の研究として、これまでに見られるものではない点、意義がある。 
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はじめに 

西南戦争と西郷隆盛に関わる研究が多くある。西郷の作用について、大きく

二説ある。①積極的に関与したという説。それがさらに正義説と野望説に分け

られる。猪飼隆明（注：猪飼隆明『西郷隆盛－西南戦争への道』岩波新書 1992）から見ると、

西郷は「自分たちの行動は君側の奸を除くことであり、それは天皇を奉戴し、

人民を辛苦から解放することなのだ」からと、積極的に戦争に関与すると考え

る。圭室諦成（注：圭室諦成『西郷隆盛』岩波新書 1960）と田中惣五郎（注：田中惣五郎『西
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郷隆盛』吉川弘文館 1980）は、西郷に反近代性があり、彼は薩摩武士団の頭領と仰

がれ、その野望の担い手として反動的な戦争を引き起したと主張する。②受動

的にあったという説。「いつまで士族たちをおさえてみても、政府は刻一刻と

かれらを窮地に追い込んでくる。西郷はこう決意すると、自分の生命は諸君に

あずける」と井上清（注：井上清『西郷隆盛』  中公新書 1970）が考え、小島慶三（注：

小島慶三『戊辰戦争から西南戦争へ 明治維新を考える』中公新書 1998）もこう主張する。 

西南戦争と西郷については、それぞれの研究が多くあるが、西郷の西南戦争

に於ける作用に関する研究は少ない。本稿では、西南戦争に於ける西郷の役割

を中心に検討してみたい。 

 

1 西南戦争 

廃藩置県後の明治政府の一連の近代化政策は一部士族層の社会地位と生活

に激変をもたらし、全面的没落を引き起こした。内務卿大久保利通（1830－

1878）を政府の中心とし、国家の方針を決める有司専制が立てられた。同じ士

族出身の政府高官に不満のある鹿児島（旧薩摩藩）士族らは 1877 年（明治 10

年）、西郷隆盛（1827－1877）を中心とし、反乱を起こした。これを西南戦争

を称す。 

1.1 概略 

明治 10 年（1877 年）1 月、大久保は政府に抗し続ける鹿児島を改革する決

意のもと、先ず、鹿児島草牟田の火薬局と磯の造船所にあった弾薬や武器を大

阪に移そうと図った。 

同時に、私学校の生徒達を思想的に攪乱し、仲間同士を離間させることを画策

する一団を東京から送り込んだ。 

大久保が当時の警視庁大警視･川路利良（としなが･薩摩藩郷士出身）に送ら

せた一団は全員が鹿児島の｢郷士｣出身者で、私学校に属する｢城下士｣に対して

強い対抗意識を持っていた。 

大久保のこうした処置に憤った私学校の生徒達は火薬庫を襲撃して移送中

の武器・弾薬を奪い、政府から送られてきた一団を捕らえて西郷暗殺計画を自

白させた（後に、暗殺計画はなかったという判定が下った）。 

騒擾事件の連続に、ついに西郷も私学校の生徒達を抑えきることが出来ず、青

年達の声に担がれて西郷はついに立ち上がり、明治 10 年２月 15 日、西南戦争

へと突入した。 

西郷の兵力約 3 万のうち、1 万 3 千が私学校員で占められた精鋭であった。 

西郷は熊本鎮台のある熊本城を攻めた。国民皆兵制度によって誕生した農民・

町民兵士が守る熊本城を、旧薩摩藩の士族で組織された軍隊が攻めるのだから、

早々に城は落ちると思われた。 

しかし、熊本城は持ちこたえて２ヶ月後に政府軍が入城、兵力･武器･弾薬の

補給にまさった政府軍が優勢になった。 

熊本城、田原坂、山鹿での激戦の後、西郷軍は退却を余儀なくされ、政府軍

に追われて９月に鹿児島に戻り、城山に布陣した。 

政府軍の攻撃に追い詰められた西郷は、城山の岩崎谷に本陣を構え、最後の 5

日間を西郷洞窟で過し、９月 24 日、自刃した。 

享年 49 才であった。 

1.2 背景 



西南戦争はその背景がつぎのようである。 

明治 9年（1876 年）3月に廃刀令が出、8月に金禄公債証書条例が制定され

ると、士族とその子弟で構成される私学校党の多くは、徴兵令で代々の武人で

あることを奪われたことに続き、帯刀と知行地という士族最後の特権をも奪わ

れたことに憤慨した。10 月 24 日の熊本県士族の神風連の乱、27 日の福岡県士

族の秋月の乱、28 日の萩の乱もこれらの特権の剥奪に怒っておきたものであ

った。11 月、西郷は日当山温泉でこれら決起の報を聞き、「前原一誠らの行動

を愉快なものとして受け止めている。今帰ったら若者たちが逸るかもしれない

ので、まだこの温泉に止まっている。今まで一切自分がどう行動するかを見せ

なかったが、起つと決したら、天下の人々を驚かすようなことをするつもりで

ある。」などを記した書簡を桂久武に出し、「起つと決する」時期を待っている

ことを知らせた。この「起つと決する」が国内での決起を意味するのか、西郷

がこの時期に一番気にかけていた対ロシア問題での決起を意味していたのか

は判然としない。 

一方、政府は、鹿児島県士族の反乱がおきるのではと警戒し、年末から 1

月にかけて、鹿児島県下の火薬庫から火薬・弾薬を順次船で運びださせる。  

大警視川路利良らが 24 名の巡査を、県下の情報探索・私学校の瓦解工作・西

郷と私学校を離間させるなどの目的で、帰郷の名目のもと鹿児島に派遣する。  

これに対し、私学党は、すでに陸海軍省設置の際に武器や火薬・弾薬の所管が

陸海軍に移っていて、陸海軍がそれを運び出す権利を持っていたにもかかわら

ず、本来、これらは旧藩士の醵出金で購入したり、つくったりしたものである

から、鹿児島県士族がいざというときに使用するものであるという意識を強く

持っていた（注：『薩南血涙史』）。 また、多数の巡査が一斉に帰郷していることは

不審であり、その目的を知る必要があると考えていた。なお、まだこの時点で

は、川路利良が中原尚雄に、瓦解・離間ができないときは西郷を「シサツ」せ

よ、と命じていたことは知られていなかった（山縣有朋は私学校党が「視察」

を「刺殺」と誤解したのだと言っている。明治 5年の池上らの満洲の偵察を公

文書で「満洲視察」と表現していることから見ると、この当時の官僚用語とし

ての「視察」には「偵察」の意もあった）。 

これは西南戦争が爆発した引き金となったそうである。 

 

2 西郷隆盛 

2.1 人物 

西郷隆盛（1828 年 1 月 23 日- 1877 年 9 月 24 日）は本名が隆永で、日本の

武士（薩摩藩）、軍人、政治家である。薩摩藩の盟友大久保利通、長州藩の木

戸孝允（桂小五郎）と並び、「維新の三傑」と称される。 

西郷隆盛は西郷吉兵衛隆盛の長子である。幼名は小吉、通称は吉之介、善兵衛、

吉之助と順次変えた。号は南洲である。隆盛は父と同名であるが、これは王政

復古の章典で位階を授けられる際に親友の吉井友実が誤って父吉兵衛の名を

届けたため、それ以後は父の名を名乗ったからである。一時、西郷三助・菊池

源吾・大島三右衛門などの変名も名乗った、本名は 8代目西郷吉兵衛隆永と言

う。 

西郷家の初代は熊本から鹿児島に移り、鹿児島へ来てからの 7代目が父吉兵

衛隆盛、8 代目が吉之助隆盛である。次弟西郷吉二郎は戊辰戦争で戦死した、



三弟西郷従道は明治政府の重鎮で、四弟西郷小兵衛は西南戦争で戦死した。 

西郷家は薩摩藩の下級武士であったが、藩主の島津斉彬の目にとまり抜擢され、

当代一の開明派大名であった斉彬の身近にあって、強い影響を受けた。斉彬の

急死で失脚し、奄美大島に流される。復帰するが、新藩主の実父で事実上の藩

主の島津久光と折り合わず、再び、沖永良部島に流罪にあう。しかし、家老小

松清廉や大久保の後押しで復帰し、元治元年（1864 年）の禁門の変以降に活

躍し、薩長同盟の成立や王政復古に成功し、戊辰戦争を巧みに主導した。勝海

舟との降伏交渉に当たっては、新政府の後ろ盾となっていたイギリスが、江戸

湾を拠点とした貿易に支障がでることを恐れて江戸総攻撃に反対したため、西

郷隆盛をはじめとする新政府はイギリスの求めに応じ、江戸総攻撃を中止した

（江戸無血開城）。 

その後、薩摩へ帰郷したが、明治 4 年（1871 年）に参議として新政府に復

職。さらにその後には陸軍大将・近衛都督を兼務し、大久保、木戸ら岩倉使節

団の外遊中には留守政府を主導した。朝鮮との国交回復問題では朝鮮開国を勧

める遣韓使節として自らが朝鮮に赴くことを提案し、一旦大使に任命されたが、

帰国した大久保らと対立する。明治 6 年（1873 年）の政変で江藤新平、板垣

退助らとともに下野、再び鹿児島に戻り、私学校で教育に専念する。佐賀の乱、

神風連の乱、秋月の乱、萩の乱など士族の反乱が続く中で、明治 10 年（1877

年）に私学校生徒の暴動から起こった西南戦争の指導者となるが、敗れて城山

で自刃した。 

位階は正三位。功により、継嗣の寅太郎に侯爵を賜る。 

 

2.2 思想と政策 

2.2.1「敬天愛人」という思想 

西郷はお由羅騒動（高崎崩れ）の後に朱子『近思録』を読み、その影響を強

く受けた。朱子学では、自己と世界には共通する原理（理）があるので、自己

を修養して理を会得すれば、人の世界を治めることができるということになっ

ている。西郷の思想は武士の道徳と朱子学を二本柱にしてできていて、この朱

子学の根本理論を終世、信じていた。  

朱子学の影響を受けた西郷はだんだん自身なりの思想を持つようになった。

これは「敬天愛人」の思想である。 

敬天愛人という言葉は、西郷隆盛が好んでよく使い、揮毫した言葉である。

「天を敬い、人を愛する」と読むのですが、この敬天愛人という言葉には、西

郷の自己修養のための指針と、彼の信仰的とも言える天命への自覚という考え

方が含まれている。西郷が目指した敬天愛人という考え方をこれから出来るだ

け簡単に説明していきたい。 

南洲翁遺訓という一冊の本がある。これは、西郷に心服していた旧庄内藩士

達が、西郷から直接聞いた教訓等を一冊の本にしてまとめ、刊行したものであ

る。明治 22 年２月 11 日、大日本帝国憲法発布の特赦により、西南戦争での西

郷の賊名が除かれた際、旧庄内藩士らは、西郷から学んだ様々な教えを一冊の

本に編集して出版することにした。西郷の教えを朽ちさせてはならない、この

遺訓を世に多く広めたい、という考えの元に、旧庄内藩の人々は、南洲翁遺訓

という書物を発刊したのである。南洲翁遺訓は、このように旧庄内藩士らの熱

意によって発行されたものなのである。そして、この遺訓の中に、西郷が終生、



自己修養の目的とし、信仰的な天命自覚の哲学として考えていた「敬天愛人」

のことが書かれている。遺訓の第二十四にこうある。「道は天地自然の物にし

て、人はこれを行うものなれば、天を敬するを目的とす。天は我も同一に愛し

給ふゆえ、我を愛する心を以て人を愛する也。」である。現代文に訳されるで

は、「道というのはこの天地のおのずからなるものであり、人はこれにのっと

って行うべきものであるから何よりもまず、天を敬うことを目的とすべきであ

る。天は他人も自分も平等に愛したもうから、自分を愛する心をもって人を愛

することが肝要である。」である。（西郷南洲顕彰会発行・南洲翁遺訓より抜粋） 

 西郷の生涯をつぶさに見ていると、西郷の行動全ては、この敬天愛人の言葉

の中にある、天命の自覚というものに準拠されている。これは、一般に謎とさ

れている西南戦争における西郷の行動にも、色濃くあらわれているのでる。そ

れほど、この敬天愛人という言葉は、西郷を理解する上で、非常に重要なもの

と言えるでしょう。 

これまで書いてきました通り、敬天愛人という言葉には、このように西郷の

本質が語られていると言っていいでしょう。そして、西郷を理解するためには、

この敬天愛人という言葉を理解することが必要となってくるのである。西郷が、

最も清廉誠実な英雄であり、仁愛の人であったことは、この言葉の意味するも

のを考えれば、理解出来るのではないかと思う。 

「命もいらず名もいらず、官位もいらない」を実践し、敬天愛人（天を敬い、

人を愛す）の精神を貫き、人を憎まず、争わず、誰からも慕われた、まれに見

るスケールの大きな人物であった。 

 

2.2.2 政策 

西郷は水戸学派や国学の皇国史観に止まってはおらず、開国して富国強兵を

し、日・清・韓の三国同盟をするという島津斉彬の持論の影響で、東アジアと

欧米諸国の対置という形の世界観を持っていた。列強の内、特にロシアとイギ

リスに対し強い警戒観を持っていた。  

当時の清国が列強の侵略下にあり、朝鮮がその清の冊封国であるという現状

を踏まえて、まず三国が完全に独立を果たす、次いで三国の同盟を目指すとい

う形で将来の東アジア像を描いていた。そしてそこに、維新に成功し、列強の

侵略を一応は防いだ日本の経験が活かせるとしていた。  

西郷隆盛の征韓論は彼の政策の重要な一つである。 

西郷隆盛の遣韓に至る経緯は明治 6 年（1873 年）の対朝鮮問題をめぐる政

府首脳の軋轢は、6月に外務少記森山茂が釜山から帰って、李朝政府が日本の

国書を拒絶したうえ、使節を侮辱し、居留民の安全が脅かされているので、朝

鮮から撤退するか、武力で修好条約を締結させるかの裁決が必要であると報告

し、それを外務少輔上野景範が内閣に議案として提出したことに始まる。この

議案は 6月 12 日から 7参議により審議された。 

このとき、西郷の推挙で兵部大輔大村益次郎の後任に補されながら、能力不

足と自覚して、先に下野していた前原一誠は「宜シク西郷ノ職ヲ復シテ薩長調

和ノ実ヲ計ルベシ、然ラザレバ、賢ヲ失フノ議起コラント」（注：『前原一誠年譜』）

という内容の書簡を太政大臣三条実美に送り、明治政府の前途を憂えた。 

そのほかに、西郷は明治 4 年（1871 年）11 月の岩倉使節出発から明治 6 年

（1873 年）9月の岩倉帰国までの間に、彼が主導した留守内閣は施行した主な



政策が以下の通りである。府県の統廃合（3府 72 県）、陸軍省・海軍省の設置、

学制の制定、国立銀行条例公布、太陽暦の採用、徴兵令の布告、キリスト教禁

制の高札の撤廃や地租改正条例の布告などである。これらの政策は日本が近代

化へ歩むのにプラスした。 

 

3 西郷の役割についての各説 

西南戦争において、西郷の作用について、大きく二説ある。①積極的に関与

したという説。それがさらに正義説と野望説に分けられる。②受動的にあった

という説である。 

3.1 積極説 

西南戦争において、西郷は猪飼隆明から見ると、西郷は「自分たちの行動は

君側の奸を除くことであり、それは天皇を奉戴し、人民を辛苦から解放するこ

となのだ」からと、積極的に戦争に関与すると考える。大雑把に言うと、正義

説と野望説という二つの説が含まれている。 

3.1.1 正義説 

維新の功臣である西郷隆盛はなぜ蜂起したのか。七ヶ月余の内戦はその地域

に住む人びとにとってどのような意味があったのか。熊本城での攻防を中心に、

戦争に巻き込まれた民衆の実態を探り、西南戦争の大義を問い直す。 

西郷隆盛は武士であり政治家ではない｡政治への野心はない｡鳥羽･伏見戦争

が始まった慶応 4年正月 3日の夜、大久保利通の制止をふりきって、伏見の戦

場へ駆けて行ったのは、彼が何よりも武士であったことの証拠である｡また明

治 6年の征韓論政変で、西郷が征韓(交渉が決裂した場合、戦争となる)を主張

したのは、武威を表現する場をそこに求めたからであり、政治よりも武を選ん

だからである｡そして政変で敗れると、潔く下野して行ったのは、政治の世界

に絶望したからであり、そして武士としてとるべき、当然の行動であったから

である｡西郷は二度と政治への復活を拒否し続ける｡彼は鹿児島県内の政治に

さえち、まったく関係しようとしなかった｡彼は武士であり続けたのである｡ 

西郷は国家の危難がせまった時、国家の大改革が必要となった時は｢出る｣

と平生述べていた。従って軽挙はしない O 西郷が｢出る｣場はどこか｡それは政

治の場ではなく、｢武｣を要する大改革の場である｡そして西郷の役割は、政治

家としてではなく、武士としてのそれであった。戊辰戦争の西郷、鹿児島藩兵

を率いて上京した廃藩置県の西郷、征韓論改変の西郷をふり返れば、そのこと

は白から明らかである｡武威を背景としての行動なのであり、武のリーダーを

自認しての行動なのであった。 

さて、明治 10 年の時点における日本が、はたして｢国家遭難｣の危にあった

か否か、その点に関してはここでは問わない｡しかし西郷自身は、自分が｢出る｣

ときと判断した｡たとえ当時の鹿児島の状況や私学校徒の動きによって、動か

ざるを得ない情況に追い込まれた、と弁解したとしても、ともかく決断して行

動に移ったのである｡ 

西郷周辺兵士の発言というチャンネルを通して、西郷の意図に接近してみよ

うと思う｡西郷が、政府に尋問のことあり、として上京しようと行動を起した

ことについて、ほとんどの兵士は、それが正しい行為で、正義である、と述べ

ている｡しかしながら、それ以上にふみ込んで、西郷の意図にまで触れようと

した発言は大へんに少ない｡くり返しになるが、それは次のようなものである｡ 



（1） 小牧秀発 佐土原 

無名ノ挙二於テハ決シテ動力ザルモノニシテ、当時ハ鹿児島二隠匿スルモ他日

必ズ国家ノ為メ尽ス可キノ人ナリ 

（2）大島景保 延岡 

其目的ハ主トシテ彼国憲ヲ犯シ刺客ヲ遣ハシタルー二ノ好臣ヲ除キ、以テ政府

ヲ改革スルニ在ラント 

（3）今給黎久清 南方 

隆盛等政府へ尋問之上ハ必ス外国へ当ル機会モ有ルベシ 

整理してみると、西郷は常々｢国家遭難｣の節は自分が動き｢出｣て、国家のため

に尽すと云っている｡また名義名分の無い挙(たとえば、佐賀･熊本･萩の乱等を

さす)には動かされないが、必ず国家に尽すために動く人物である｡すなわち、

動いた時は正義であり、国家に尽すためである｡今回の挙は｢政府ヲ改革｣する

ためにある｡そして｢尋問｣の上、｢尋問ノ望ヲ達｣した上は、すなわち、政府改

革を行ったうえで、｢外国-当ル｣｢外国へノ着手｣つまり対朝鮮対策に着手する

であろう、ということになるであろう｡ 

3.1.2 野望説 

圭室諦成と田中惣五郎は、西郷に反近代性があり、彼は薩摩武士団の頭領と

仰がれ、その野望の担い手として反動的な戦争を引き起したと主張する。 

ここで再び私は、過去の西郷の行動をふり返ってみたい｡戊辰戦争の際、西

郷は軍政官として行動し、有名な江戸無血開城を敵地にのり込んで実現した｡

また東北地方にも自ら遠征したように、きわめて積極的に行動し、政府軍を勝

利に導いた｡いわば戊辰の改革を行ったのであった｡つぎに廃藩置県であるが、

西郷は乞われて鹿児島藩兵を率いて上京し、その武威を背景に廃藩置県を断行

した｡西郷が廃藩置県というものを、どのように現解していたかはこの際措と

して、彼がいなかったら廃藩置県は、あの明治 4年 7月という時点では多分無

理だったように思える｡しかしながら、廃藩置県後の政府で、彼は実質的に政

府のナンバ- 1 の地位にありながら、自ら政策構想を明らかにし、それに沿っ

て積極的に政治を行った、ということはなかった｡いわゆる留守政府において、

明治 6年の征韓論政変まで、西郷の存在は、いささかカゲが薄く見えるのであ

る。 

いわば廃藩改革後の西郷は、戊辰戦争のあと、すぐに鹿児島に帰ってしまっ

た西郷と基本的には同じ行動をしているように見える｡戊辰改革と廃藩改革を

自ら主導しながら、西郷は事実上はこれから本当の政治的改革が始まろうとす

る段階で、主役の座から降りてしまうのである｡こうした行動形態は、征韓論

政変における彼の行動にも見られる。 

  つまり、西郷が使節として朝鮮に渡り、たとえ即開戦とはならなかったとし

ても、場合によっては、自ら手紙にも書いたように、殺される場合が無いとは

云えない｡それに西郷には、対朝鮮関係をどうするかという、先々の見通しが

何も無いのである｡仮定の話しであるが、西郷が使節となって朝鮮に行った場

合、その結果、戦争となっても、また外交交渉の場となっても、西郷の役割は

まもなく終ったであろうと、私はみている｡要するにここでも、戊辰改革、廃

藩改革と同じように、西郷は武威を背景に、自ら武人として行動し、改革の突

破口を開こうとしていたのである｡障害となるものを取り払い、地ならしをし

て劇場を建てる、しかし彼が主役をつとめるのはそこまでであって、そのあと、



演出をし、演技をし、観客を呼び込むのは、他の人の仕事なのだ、と云ってい

るかのごとくである｡少くとも、以上にみて来た三つの重要な歴史的事件にお

ける西郷の行動パターンは同一である｡ 

前おきが長くなったが、ここで私が云いたいのは、西南戦争における西郷も、

同じではなかったか、ということである｡戊辰戦争、廃藩置県、対朝鮮改革と

同じように、西南戦争においても、西郷は改革のために武力を率いて行動を起

した｡しかし、彼には改革の先に見えるものが明確でない｡否むしろそこまでは

考えなかったかも知れない｡それは｢尋問｣の後、改革がなった政府を維持して

行く者の仕事なのである｡西郷は舞台を造ればよいので、自分がそこで踊らな

くてもいいのである｡自分の改革という野望を満たすために、戦争を発した。 

敬天愛人の体現者としての評価とは別に冷酷なマキャベリストしての評価も

存在する。幕府を挑発するために、不逞浪士に江戸市中で乱暴狼藉を行わせた

り、官軍のために貢献した赤報隊を偽官軍として処断するなど道義に反する行

いも数々している。維新後は政治的な策略や欺瞞を一切行わなくなった。だが

皮肉なことにこのことが結果的に西郷を政治的な隠遁に追い込む遠因となっ

た。 
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3.2 消極説 

「いつまで士族たちをおさえてみても、政府は刻一刻とかれらを窮地に追い

込んでくる。西郷はこう決意すると、自分の生命は諸君にあずける」と井上清

が考え、小島慶三もこう主張する。 

西南戦争において、西郷はいかなる位置を占めるものであったのか｡反乱軍

の総大将であったことは云うまでもないが、しかし西南戦争の 7カ月間、出兵

の際と城山での最期の場面を除くと、西郷の姿は思ったより以上に見えにくい

のである｡それは、西南戦争について記した多くの書でも、戦争の経過は述る

が西郷について記すことは少ない｡また内郷その人を語る書物や文章でも、西

南戦争の渦中における西郷については、ほとんど語っていない、といっても過

言ではないだろう｡｡なぜそうなのか、西郷について(戦争中の西郷という限定

のもとで)述べている個所を紹介することから始めようと思う。 

西南戦争において、可愛岳突破と城山での最後の場面を除けば、西郷は自ら

第一線に立ち陣頭で指摘することはなかった｡多くの兵士の眼に、西郷の姿が

映らないのはそのためである｡ 

また、佐々友房が回想するように、西郷が｢寺院二潜在｣し、そのことを兵士

も知らない、という状態はどう考えるべきであろうか｡これは明らかに、西郷

の姿を見せないように、知らせないようにしている、と判断すべきであろう｡

危急が迫って、一時的に姿をかくさねばならない、という場合はあり得るが、

西郷の場合は、姿を見せないのが通常の状態となっているのであはないでしょ

うか｡ 

しかも、西郷は、時には犬を連れ兎を追いに出かける｡それは征韓論政変で

下野して以来の、西郷の特に好んだ日常の習慣であったにせよ、平時と異なる

戦場であったことを考えると、異常な行動のようにも思える。これらは西郷が

西南戦争に対する消極的な態度を表すと思う。 

鳥羽・伏見に発した戊辰戦争は、東国に戦場を移して各地に惨劇をもたらした。

内紛と騒擾の果てに、西南戦争は勃発した。これは近代最大の内乱である。戦

争は、日本の経済と庶民の生活に大きな破壊性をもらしてしまった。「人を愛

する」という思想を持っているの西郷は、戦争の惨劇を見たくないのが当然で



ある。ある日、西郷は城山の洞くつで、｢開戦以来、何人が死んだのか｣と独り

言のように云い、ちうよい、と云うように首を振ったという（注：『鹿児島百年』中、

221 ページ）｡西郷の｢もうよい｣という一言が、熊本や人吉あるいは宮崎で出され

ていたらどうであったろうか｡おそらく西南戦争は、もっと違った展開をみて

いたであろう｡西郷が最前線に出て行って戦場を自分で見たらどうであっただ

ろうか｡累々たる死体、骨がくだけ肉が飛び散った死体の山である｡西郷が一度

として見たことのない、近代戦争の惨劇がそこにあったはずである｡｢もうよ

い｣という西郷の声が聞えて来そうである｡過剰な護衛と｢寺院二潜在｣させた

ことは、そうした西郷の意志を閉込めることをも意図していたのではなかった

ろうか｡ 

 

おわりに 

NHK の世論調査で、今でも西郷は鹿児島県人に人気が絶大に高く、年長者に

なるほど神格化されているほど。県民性の本では「鹿児島県人に、西郷と黒豚

の悪口を言ったら、生麦事件のイギリス人みたいな目にあう」とまで書かれて

いる。  

西南戦争において、西郷隆盛の役割について、一概によいか悪いかとは言え

ない。本稿では史料をもとにし、各研究者の考えをまとめ、西郷隆盛に良い面

と悪い面が共存したという結論を下した。一方では、西郷は国家遭難の際に自

分が動きでて、国家のために尽す人物である。正義のために戦う武士である。

しかも自分の野望を実現のに努める人でもある。もう一方では、当時の政府に

境地を落ち込まれて、反乱氏族の期待に応える西郷は戦争の過程の中で、進ん

で戦おうとしなかった。この二つの面があるこそ、西南戦争という歴史的な事

件があったし、西郷という大物のイメージが生き生きと豊満になったを思う。 

西郷隆盛の二面性は、明治政府に批判的な者たちや徳川派の封建主義者に絶好

の隠れ蓑を与えてしまった。近代化を否定しないが、新しい国家の在り方はい

わゆる官軍の絶対的な権力で決めるべきではない、と考える立場は、表面的に

は民主主義に向かうように見える。 

西南戦争は、他の士族反乱と違って、鹿児島の歴史的風土、地域の特性と西

郷隆盛という類いまれなる個性に規定された特異な士族反乱である。今後は、

これをテーマとして研究続けたいを思う。 

 

注釈 

你把前面的红体字移到这里，用序号标注一下就行了。 
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