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第 47 回 古事記阿波説（その１：眉山に神武天皇像が建立された理由） 

                筆者：林 久治（記載：2017 年 11 月 29 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

11 月５日（日）に、私は上賀茂神社に参詣した。45 回の記事/fでは、上賀茂神社

を紹介し、「上賀茂神社は阿波から分祠された」という私の感想を書いた。上賀茂

神社参詣記を書く準備のため、私は上賀茂神社をネットで調査した。その過程で、

「古事記の舞台は阿波だった」（本稿では「古事記阿波説」と略記する）の研究が

徳島県の地元史家の間で盛んに行われていることを知った。私は故郷・徳島の歴史

に大変興味があるが、研究がここまで進展していることを知らなかった。45 回の記

事/fでは、「古事記阿波説」を簡単に紹介した。 

なお、古事記阿波説の紹介動画は沢山あるが、先ずは、次の動画をご覧くださ

い：第一回 阿波古代史プロジェクト「高天原から伊耶那美眠る高越山」～東阿波

ケーブルテレビ局制作番組（１）のサイト/s）。また、「阿波古事記研究会」が

「阿波と古事記」と題する記事を２）のサイト/lに連載している。 

本居宣長から始まる正統的な「古事記学」では、天孫降臨を次のように解釈して

いる。①天国のどこかに高天原があり、そこに天孫族が住んでいた。②現在の島根

県に住んでいた出雲族に、天孫族は「葦原中つ国」（現在の奈良県）を譲れと要求

した。③出雲族は天孫族に国を譲ったので、天孫族は日向国（現在の宮崎県）の高

千穂峰に天下った。これでは地理的に滅茶苦茶である。 

 
図１．古事記阿波説における、阿波の古事記地図。本図は３）のサイト/lより借用。 
 
古事記阿波説では「天孫族の天下りは、阿波国（現在の徳島県）の国内で総てが

起こった」と考える。図１に、古事記阿波説における「高天原」、「出雲国」、及

び「高千穂峰」の位置を示す。「高天原」は剣山周辺の山間部で、「出雲国」（葦

原中つ国）は阿波（天下り当時は伊国）の海岸部である。 

①：剣山（「つるぎさん」と読み、

「けんざん」とは言わない。山上にあ

る「鶴亀石」から、剣山と書く。） 

②：眉山（古代には以乃山と呼ばれ

た）。現在は、眉山の麓に徳島市街が

拡がっている。天孫降臨の当時は、眉

山の下に「伊ノ津」と呼ばれる大きな

港があり、外国船も出入りしていた。 

③：気延山（ここが高千穂峰、と考え

る説が有力である。） 

① 

② 
③ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-45.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-45.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-45.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GaAIhqAZCY4&t=374s
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/awa/awa_04.html
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現在、眉山の中腹には、大きな「神武天皇像」が建っている。日本全国には、神

武天皇像は数体しかなく、「神武天皇像がどうして眉山にあるのか？」との疑問が

湧く。本稿では、この問題を取り上げて、「古事記阿波説」の導入部とする。なお、

本稿では資料の文書を緑文字で、私（林）の調査や意見を青文字で書く。 
 

（２）眉山は徳島市のシンボル 
 現在、眉山は徳島市のシンボルで、市街地のどこからでも、その美しい姿を見る

ことができる。図２上に眉山の山容を、図２下に眉山山頂からの眺望を示す。 

 

 

図２．上：徳島駅上のク

レメントホテルから眺め

た眉山。（ここから見え

る峰は標高 277m で、最

高点は 290ｍ） 
下：眉山山頂からの眺

望。（①徳島市街、②城

山（徳島城跡）、③吉野

川、④紀伊水道、⑤淡路

島、及び⑥沼島が見え

る。なお、この写真の左

方向には、吉野川流域が

上流までよく見える。） 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 
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2007 年には、眉山を舞台にした映画「眉山-びざん-」（作：さだまさし）が公開

され、人気があった。そのポスターを図３に示す。この映画の動画は、４）のサイ

ト/eで視聴できます（眉山は９分 20 秒から現れる。）。 

 
図３．映画「眉山」（作：さだまさし）のポスター。図は５）のサイト/lより借用。 

 
（３）眉山の神武天皇像 
眉山の中腹には、図４に示すような神武天皇の立派な銅像がある。 

 

図４．徳島市眉山の中腹に

ある神武天皇像。 
眉山の詳細は、私（林）の

記事（８）のサイト/f）を

ご覧下さい。 
本写真は、６）のサイト/l

から借用。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%89%E5%B1%B1_%28%E3%81%95%E3%81%A0%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%97%29
https://www.youtube.com/watch?v=6INra79VUyc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6INra79VUyc&feature=youtu.be
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%BE88%E6%99%AF
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kankou/main/index.html
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-34.pdf
https://ameblo.jp/marine816/entry-12251392549.html
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 ６）のサイト/lに、眉山の神武天皇像に関して、次のような説明文がある。 

日清戦争の記念として 1895 年（明治 28 年）に建立され、銅像は高さ約 6ｍほどあり、銅

像としては日本国内に 2 体しかない希少なものだそうです。なぜ徳島県に、それも眉山の

東北側に初代神武天皇の銅像を建てたのか。現在の徳島県民にとってはなんのこっちゃわ

からない、ましてや県外の方だと摩訶不思議なはずです。これは、私（本サイトの著者）

は皇統には全てを伝え残している証拠であると考えています。 

「道は阿波より始まる」によりますと、明治天皇の指示で乃木大将（乃木希典）が私費を

払って建てさせたもので、鋳造師が「神武天皇を知らない。」ということで、乃木大将は

明治天皇の写真を持参し製作させたそうです。 

 私（林）は、「神武天皇の銅像は日本国内に２体しかない、というのは本当

か？」との疑問を持った。そこで、ネットで検索してみると、「現在では、神武天皇

の銅像は２体以上あるが、あまり多くなく 10 体を越えない。眉山に神武天皇像が建立さ

れた時には、確かに２体しかなかった」ということが分かった。 

７）のサイト/lを参考にして、日本全国にある神武天皇の銅像を建立年代順に以

下に記載する。 

①1894 年：愛知県豊橋市今橋町豊橋公園 

②1895 年（1897 年説もある）：徳島市眉山中腹 

③1907 年４月 28 日：新潟市中央区一番堀通町・白山神社 

④1908 年：富山県氷見市幸町１５朝日山公園 

⑤大正初期：静岡県焼津市焼津・焼津神社 

⑥1917 年：愛媛県西予市宇和町卯之町・雨山公園 

⑦1928 年：奈良県吉野郡上北山村小橡大台ケ原山 

⑧昭和 30 年代：高知県香美市土佐山田町繁藤２０９１ 

⑨1968 年 2 月 11 日：宮崎県高原町皇子原温泉健康村 

 ネットで検索してみると、「天皇の銅像は、なぜ無いのでしょうか？」という質

問があった（９）のサイト/P）。そのベスト・アンサーとして、次の回答が選ばれ

ている。 
天皇の銅像はいくつかありますね 

神武天皇・・・ 徳島市眉山 

仁徳天皇・・・ 大阪府堺市 大仙公園 

継体天皇・・・ 福井県福井市 足羽上町 

天武天皇・・・ 滋賀県 妹背の里（額田王と並んでいます） 

安徳天皇・・・ 山口県 みもすそ川別館（平時子に抱かれています） 

明治天皇・・・ 徳島県 眉山他 13 ヶ所にあります 

 ともかく、日本には天皇の銅像が少ない。上の回答以外に、明治天皇像はもっと

あるかもしれないが、神武天皇像が意外に少ないのが、私（林）の印象である。私

が生まれる少し前に、皇紀 2600 年の祭典が盛大に挙行された。それを記念して、神

武天皇聖蹟顕彰碑が日本全国で 19 カ所に建立された（詳細は、44 回の記事/fをご

覧下さい）。しかし、その時には神武天皇像は造られなかった。 

そこで、「神武天皇の銅像はなぜ全国で２番目に、徳島市の眉山に建立されたの

であろうか？しかも、徳島市民の運動ではなく、明治天皇の指示で！」との疑問が

誰にでも生じるはずである。なお、私は「豊橋に神武天皇の銅像が日本で初めて建

https://ameblo.jp/marine816/entry-12251392549.html
http://korakusan.blog.fc2.com/blog-entry-29.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14113820344?__ysp=5piO5rK75aSp55qH44Gu6YqF5YOP
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-44.pdf
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立されたのは日清戦争の最中で、豊橋に陸軍の連隊があり、戦意を高揚するために

造ったのであろう」と納得できる。それでは、「日清戦争の勝利直後に、神武天皇

像が建立されたのは日本中で徳島の眉山のみであった」という理由は何であろう

か？次節では、この疑問を検討する。 

 
（４）日清戦争の勝利直後に、日本中で徳島の眉山のみに、なぜ神武天皇像が建立

されたのか？ 
 今にして思えば、「日露戦争は勝つか負けるかが分からない激戦であったが、日

清戦争は楽勝であった」かもしれない。しかし、日清戦争の最中には、日本は史上

初めての国際戦争における勝利を目指していた。それまでの、日本国の国際戦争の

結果を復習してみよう。 
①白村江の戦い（663 年）：日本・百斉の連合水軍は唐・新羅の連合水軍に完敗。 

②蒙古襲来（1274 年、1281 年）：蒙古軍の九州侵略を日本は辛うじて撃退。 

③朝鮮の役（1592 年、1597 年）：秀吉は朝鮮に出兵するも敗退。 

④日清戦争（1894-5 年）：日本は清国に勝利。 

日本国は日清戦争で、初めて外国に完勝したのである。明治天皇は、その喜びを

表現する一つの手段として、徳島市の眉山に神武天皇像を建立したのであった。こ

れは、（３）節で６）のサイト/lの著者が書いているように、「皇統には天皇出目

の全てが伝え残されている」ことの証拠である。 

「古事記阿波説」によれば、「古事記の神代神話は、全て阿波国内で起こった史

実」である。図１が示すように、「高天原」は剣山周辺の山間部で、「出雲国」

（葦原中つ国）は阿波（当時は伊国）の海岸部である。「高千穂峰」は気延山か友

内山（２説あり）である。勿論、神武東征も眉山（当時は以乃山：いのやま）から

出発した。 

６）のサイト/lは、「現在の神武天皇陵は奈良県にある畝傍山東北陵であるが、畝傍

山の元山は眉山（当時は以乃山）であったので、本当の神武天皇陵は眉山の東北側（図５

内の上の赤円の範囲）にある」と書いている。図５は、眉山周辺の航空写真であるが、

神武天皇像は眉山の東北側中腹の見晴らしの良い場所にある。 

 
図５．眉山周辺の航空写真。６）のサイト/lより借用。 

神武天皇陵？ 

神武天皇像 城山 

眉山カントリー 

蔵本八坂神社 

https://ameblo.jp/marine816/entry-12251392549.html
https://ameblo.jp/marine816/entry-12251392549.html
https://ameblo.jp/marine816/entry-12251392549.html


 6 

なお、４５回の記事/fで、私（林）は次のように書いた。 
現在の徳島城の城山は、昔は「猪ノ山（いのやま）」と呼ばれていた。なぜなら、山容 

が「猪が伏せている姿勢」に似ていたからである。室町時代の 1385 年に細川頼之が四国 

地方にあった南朝方の勢力を討ち、現在の城地の城山に小城を築いた。頼之は周辺の風光 

を中国の渭水（いすい）に例え、この地を渭津（いのつ）、山を渭山（いさん）と名付け 

た。1585 年、豊臣秀吉の四国征伐に勲功のあった蜂須賀家政（蜂須賀正勝の子）が阿波

国を賜り、渭山に大城を築き「徳島城」と改名して、阿波支配の根拠地とした。 

 上記の記事で、私は「細川頼之が（現在の徳島の）城山を渭山と名付けた」と書

いた。しかし、その後の学習により、「現在の眉山が、阿波古事記の時代には、以

乃山（いのやま）と呼ばれていた」と言うことが分かった。また、当時の「以乃

山」は正に伊国を代表する山で、その他にも多くの謎を秘めている、ことが分かっ

た。以乃山からの素晴らしい眺望は、図２下をご覧下さい。 
 例えば、10）のサイト/0は、「眉山の西側、眉山カントリー内にある『八人塚古墳』

は『建速須佐之男命（スサノヲノミコト）』の陵墓である。」と書いている（眉山カン

トリーの場所は、図５を参照）。11）のサイト/3は、「大日孁神命（おおひるめ）に

より近代化された米作に加え、素戔嗚尊（すさのお）によって初めて鉄の生産が伝えられ、

急速に阿波国は発展していきました。素戔嗚尊は大倭の真神原では阿波神社、岡山県玉野

地方では八浜の快神社、諸国では八坂神社、祇園神社等で祀られますが、阿波一国のみで

熔造皇（ヨウゾウノスメラ）神社と称されています。以乃山（現眉山）の山頂にあった神

社は現在山下の蔵本八坂神社に下され祀られていますが、元来、以乃山の山頂の熔造皇神

社に登り口が八坂あったために、八坂神社の別称が起こりました。まさか八坂神社も阿波

が発祥の地なんて思いもよらない内容ですよね。」と書いている（蔵本八坂神社の場所

は、図５を参照）。 

 何と何と、八坂神社（祭神：スサノウの命）の元社も阿波（伊国）の眉山山頂に

あったのです！「古事記阿波説」によれば、日本の主な神社の起源は阿波（伊国）

にある、と考える。例えば、次のような対応がある。 

伊勢神社（三重県）←伊勢神社（徳島県阿波市阿波町伊勢 80）：12）のサイト/l 

八坂神社（京都府）←熔造皇神社（徳島市・以乃山の山頂）：11）のサイト/3 

出雲大社（島根県）←八鉾神社（徳島県阿南市長生町）：13）のサイト/5 

上賀茂神社（京都府）←鴨神社（徳島県三好郡東みよし町加茂）：14）のサイト/ 

諏訪大社（長野県）←多祁御奈刀弥神社（徳島県名西郡石井町浦庄諏訪）：２）のサイト/l 
大國玉神社（日本各地）←倭大國魂神社（徳島県美馬市美馬町重清）：２）のサイト/l 
事代主命神社（奈良県）←生夷神社（徳島県勝浦郡勝浦町生比奈）：２）のサイト/l 

住吉大社（大阪府）←住吉大明神社（徳島県板野郡藍住町住吉）：15）のサイト/3 

宇佐八幡宮（大分県）←宇弥（うみ）八幡宮（以乃津の加茂奈）：15）のサイト/3 

伏見稲荷大社（京都府）←上一宮大粟神社（徳島県名西郡神山町）：16）のサイト/4 

大山祇神社（愛媛県）←黒岩大権現（徳島県板野郡上板町大山）：17）のサイト/1 

気比神社（福井県敦賀市）←気比神社（徳島県板野郡板野町鶴ヶ須）：18）のサイト/0 

 「古代ユダヤと日本建国の秘密（大杉博著）」は、次のように書いている。 
白村江の戦いで完敗した大和朝廷は、極端なまで唐を恐れていた。もし日本にユダヤの秘

宝（契約の箱＝アーク）があるという情報が、唐の皇帝の耳に入った場合は、唐の軍隊が

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-45.pdf
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/11/10/224730
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%FD%BB%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FA%C2%AE%BF%DC%BA%B4%C7%B7%C3%CB%CC%BF
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/12/18/005813
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%C7%D8%FD%D3%CB%C2%BA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%A4%C7%C8%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%C7%D8%FD%D3%CB%C2%BA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%AC%BB%B3%B8%A9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%AC%C9%CD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%C0%B1%E0%BF%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%FD%BB%B3
http://on-linetrpgsite.sakura.ne.jp/column/post_206.html
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/12/18/005813
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/11/24/002055
https://www.facebook.com/pg/awakodaishi/notes/
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%BB%B5%C8%C2%E7%BC%D2
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/02/27/231013
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%AC%C8%A8%B5%DC
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/02/27/231013
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%FA%B8%AB%B0%F0%B2%D9%C2%E7%BC%D2
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/09/29/234304
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/11/06/001531
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/02/22/092610
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%D8%B2%EC%BB%D4
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日本にアークを奪いに来るのではないかと、身震いするほど恐れていた。そこで朝廷は、

秘宝のアークと共に、朝廷発祥の地である阿波を次のようにして隠蔽した。 
①皇族たちが大和朝廷の発祥地が阿波にあることを絶対に言わないように誓約した。 

②大和朝廷の発祥地を隠すために記紀（古事記と日本書紀）を編纂した。 

③全国各地に、カムフラージュ用の神社を創建した。 

④カムフラージュ用の地名を作った（例えば、出雲国や日向国の捏造。阿波の富士山の名

前を、駿河に移動。） 

⑤その他、色々。詳しくは本書をご覧下さい。（p.104-p.146） 

阿波には古い神社が沢山残されている。16 世紀末に土佐の長曾我部軍が阿波に侵

攻してきた時、阿波に古くからあった神社仏閣の殆どが戦場となって焼失してしま

った。更に、大東亜戦争の敗戦後には、徳島県の古い伝統が急激に失われている。

それでも、古事記阿波説に登場する重要な神社が辛うじて残っていることは幸いで

ある。その例を、図６に示す。 
19）のサイト/0によれば、平成になったばかりの 1991 年に、皇太子は八鉾神社に

何故か行幸している。皇室は「ここが国譲りの舞台であった」ことを、知っている

のであろうか？ 

  

図６．阿波の古い神社。 
左：八鉾神社。阿南市長生町にある長国一宮で出雲大社の元社と考えられる。かなり傷ん

でいるが、格式の高そうな神社である。なぜか「皇太子殿下行幸記念碑」がある。写真は

13）のサイト/5より借用。 
右：多祁御奈刀弥神社。石井町諏訪にあり、諏訪大社の元社と考えられる。田舎の小さな

神社であるが、「諏訪本宮」の表示がある。写真は20）のサイト/より借用。 

https://plaza.rakuten.co.jp/utiwauke/diary/?ctgy=10
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/11/24/002055
http://sueyasumas.exblog.jp/11670337/
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 次回は、「古代ユダヤと日本建国の秘密（大杉博著）」などの古事記阿波説を解

説している書籍を紹介する予定である。 
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