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現在の日高市︑飯能市
の一帯は︑大和朝廷の時
代に朝鮮半島から渡来し
た人たちが集まって住み
﹁高麗郡﹂を形成した︒
高句麗の王族で高麗郡の
初代郡司であった若光を
祀ったのが高麗神社だ︒
まもなく高麗郡建郡１
３００年を迎え︑地域で
は高麗神社を中心に様々
な記念行事を企画してい
る︒若光から 代目にあ
たる高麗神社の高麗文康
宮司に歴史などをお聞き
した︒

︱この地に１３００年前
に渡来人が移り住み︑高
麗郡が設置されたとのこ

高句麗からやってきた若
光

60

とですが︑それはどのよ
うな経緯からですか︒
高麗 高麗郡は︑そもそ
も高麗の王︵コキシ︶若
光という人物が任命され
て長となり︑７１６年に
当時東国と呼ばれていた
今の関東地方の７つの国
から高麗人︵こまびと︶

う国 の こ
とを 指 し
ます ︒ こ
の高 句 麗
が６ ６ ８
年に滅びるんですが︑
その前後にかなりの数
が移って住んだことに始 の高句麗人が日本に渡っ
まります︒その数が１７ てきています︒国難を逃
９９名であったと﹁続日 れてきたということにな
本紀﹂に記されています︒ ります︒彼らのことを渡
︱﹁高麗人﹂とは？
来人と呼ぶことが今は一
高麗 ここで言う﹁高麗﹂ 般的になっています︒彼
とは︑朝鮮半島中北部か らのうち東国に移り住ん
ら中国の東北部にかけて でいた人たちが相当数あっ
存在していた高句麗とい て︑そういう方たちがこ
の場所に移ってきたとい
うことになります︒
︱若光とはどのような人
だったのですか︒
高麗 最初の郡の長官に
なった若光については︑
謎の多い人物ですが︑と
ころどころ正史に登場し
てきます︒最初に出てく
るのが﹁日本書紀﹂で︑
天智天皇５年の年に高句
麗からやってきた使節団
の１員として﹁玄武若光﹂
という名前が記されてい
高麗神社鳥居と参道

ますが︑おそらくこの方
がこちらのご祭神の若光
であると考えています︒
とすると︑西暦で６６６
年という年︑高句麗が滅
びる直前に渡ってきてい
ることになります︒しか
も使節の１員としてです
から︑当然高句麗の危機
を回避するために大和に
向けて派遣された使節団
としての意味があったの
であろうということです︒
結局高句麗は６６８年
に平城が陥落し︑実質的
に滅んでしまうことにな
りますので︑若光は帰る
ことができずそのまま大
和朝廷に仕えるというこ
とになったのです︒若光
は そ の後 大 和朝 廷 か ら
﹁従五位下︵じゅうごい
げ︶﹂という位に叙せら
れ︑大宝３年に﹁王︵こ
きし︶﹂という姓を賜っ
て︑最終的には７１６年
には高麗郡の長官として
やってきてここで亡くな
るということになります︒
︱その過程で高麗神社の
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創建はどう関わるのです あったわけです︒
か︒
高麗 高麗神社の
創建は高麗郡の建
郡と無縁ではあり
ません︒ 若光と
いう人物は︑高句
麗の王族であった
と言われています︒
だからこそ大和朝
廷でもそれなりの
立場で扱われたと
推測しています︒
日本に来ていた高
麗人にとっても特
別な存在でしたか
ら高麗郡の中で特
別な地位に就き︑
亡くなった後はそ
の御霊をお祀りす
るために︑霊廟を
建立し︑それを高
麗明神と称しました︒こ 初期の高麗郡は今の日高
れが高麗神社の創建に至 市︑飯能市
る経緯です︒
高麗神社は祀られてい ︱１７９９人が移り住ん
る方︑最初に作った方も︑ だ高麗郡は︑現在の地図
いずれも多くの人々が自 で言えばどの辺なのでしょ
分たちのことを高麗人と うか︒
して自覚をしている人で 高麗 初期の高麗郡は︑

今の日高市と飯能市にま 高麗 高麗郡という名が れますね︒
たがる地域だったと考え 残っても実質的な意味が
られています︒それ あったかどうかという問 ︱高麗さんのお宅は高麗
が 時代 が下
題 はありますが ︑名称 郡の郡司という郡の長で
るにしたがっ
が 変わらずに残 ってい あったということですか︒
て 郡域 が少
た だけでも興味 深いで 高麗 そうです︒
し ずつ 東の
すね︒
︱若光の直系なのですか︒
方 に広 がっ
︱ 高麗郡ができ るまで︑ 高麗 若光の血筋を引い
て いっ たと
こ こは未開の原 野だっ ているというのが高麗家
いうことで︑
たのでしょうか︒
の言い伝えです︒若光が
高 麗郡 は明
高 麗 飯能とか 日高地 初代の郡司です︒
治 年に廃
域 の遺跡の発掘 状況を ︱高麗という姓は郡司だ
止 され ます
見 ますと︑縄文 時代の けが使ったのでしょうか︒
が ︑そ の直
遺 跡がよく出て きます︒ 高麗 初期のころは高麗
前 頃の 郡域
で すので︑この 地域が を名乗っている人は結構
は 日高 市の
人が住めない土地であっ いらっしゃったようです︒
全 域︑ 飯能
た ということで はない ある時期からは︑高麗と
市 ︑鶴 ヶ島
で すね︒むしろ 住みや いう苗字は郡名だからみ
市 のほ ぼ全
すい地域でした︒
だりに誰でも使わないよ
域 ︑あ とは
ただし弥生時 代以降 うにということで申し合
狭 山市 では
の 遺跡は急激に 減って わせをしています︒高麗
柏原 とか 水富
い き︑高麗郡建 郡前夜 家の家督を継ぐというか
と い う地 域 ︑入
の 古墳時代あた りの遺 本家に属する者だけが名
間 市 は元 加 治の
跡 は現在のとこ ろない 乗ることにし︑もし分家
あ た り︑ 川 越は
と 言ってよいく らいで をしたり︑別家をしたり
霞 ヶ 関︑ 的 場︑
す ︒こうしたこ とを考 した場合高麗という名を
名畑という地域まで含ま えると︑当時の日高︑飯 名乗ることはまかりなら
れていたということです︒ 能の地域は︑人はほとん ないということにしたよ
︱高麗郡が明治まで残っ どいない︑空閑地のよう うです︒その時に出てく
たのは驚きですね︒
な感じだったろうと思わ る名前が﹁高麗井﹂とい
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本殿

29

日高、飯能から鶴ヶ島、狭山、
入間、川越を含んだ高麗郡

若光から

60

60

代続く高麗家
60

う名であるという一文が 高麗 そんなにはいない
家系図に出てきます︒
でしょうね︒
︱高麗さんのお宅は代々 ︱他に続いている家はあ
神社の宮司さんを務めて りますか︒
いたということですか︒ 高麗 この土地で家系図
高麗 有様は時代によっ まで持っている家は多分
て様々で︑宮司家という ないだろうと思います︒
言い方が正確ではないで ただ言い伝えとして﹁高
すが︑神社の管理をした 麗井﹂という名のお宅の
り祀りごとを司ったりと 中には若光の重臣であっ
かをしています︒
たという家 もあ
︱今何代目なのですか︒ ります︒
高麗 若光が初代で私が ︱ 高 麗 井 さ ん は
代目に当たります︒
まだ近くに おら
︱ 代前まで家系がわか れるのですか︒
るとはすごいことですね︒ 高 麗 日 高 市 内

高麗宮司
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におられます︒ただ︑
今では﹁駒井﹂に変え
ていますが︒
金子十郎の金子郷も含む
︱鎌倉時代に頼朝を支え
た武蔵武士の金子十郎の
出身地金子郷︵今の入間
市︶も高麗郡域に含まれ
るようですね︒
高麗 入間市の金子地域
も当然入ります︒特に︑
あそこには窯跡がありま

す︒高麗郡にとっては重
要な窯です︒
︱窯とは︒
高麗 生活のものから祭
祀に使うものまで様々な
土器︑須恵器を焼いてい
たようです︒それは高麗
郡ができたときにはすで
に成立をしていました︒
たとえば国分寺を作ると
きの国分寺瓦はそこで焼
いています︒
︱金子氏が入植した１７
９９人の末裔である可能
性はありますか︒
高麗 １００％そうだと
は言い切れませんが︑非
常に関わりの深い場所な
ので︑あるいはそうかも
わかりません︒高麗郡の
外にあったからと言って
関わりがないとは言えま
せん︒逆に先にきちんと
した支配者がいたところ
ですので︑そこから様々
なものを提供したという
ことだと思いますね︒
︱そもそも入植した渡来
人だけで郡が成立したの
でしょうか︒
県内最古の高麗家住宅（国指定重要文化財）

高麗 普通に考えれば︑
初期でも入植した人だけ
で開拓するなどありえな
い話ですので︒外部の力
も借りながら当然やって
いったわけです︒
︱高麗神社の他に現在残っ
ている史跡はありますか︒
高麗 生きた史跡として
有力なのは高麗神社と聖
天院だと思いますが︑遺
跡となっているのはいく
つかあります︒今︑日高
市で文化財の担当者が発
掘調査を続けていますが︑
その中にも高麗郡建郡の
初期のころに作られたで
あろう住居群であるとか︑
あるいは水田跡もありま
すし︑建郡からしばらく
たって郡内に建立された
お寺の跡もいくつか発掘
され調査もされています︒

出世開運の神様に

︱高麗神社は地域のシン
ボルとして続いたという
ことですね︒
高麗 時代によって浮沈
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はありますが︑高麗郡は
基本的には 世紀の終わ
りまで存在し︑その中に
ある高麗神社ですので︑
高麗郡と高麗神社は歴史
的な相関関係は認識され
ていたと思います︒
︱やはり信仰は渡来系の
方が主なのでしょうか︒
高麗 それは違うと思い
ます︒血脈についての意
識は明確ではないですか
ら︒私の家のように高麗
を名乗り︑高麗神社の祀
りごとを司る役目をずっ
と継ぎ︑家系図も残って ですが︑何か理由がある
いるというなら自覚する のですか︒
でしょうが︒私の家でも 高麗 明治期以降に︑神
子孫を残していく過程で︑ 社の由緒来歴に関心を持っ
高麗人とは関係のない人 た方たちがお参りし︑そ
とも結ばれているわけで の中に当時の有力な政治
すから︒私にとっての先 家の方が何人もいて︑総
祖の１つの筋が高句麗に 理大臣になったり国務大
つながるということで︑ 臣になった方がかなりい
当然ここにお参りする方々 らっしゃったので︑新聞
が高麗人につながるとい 紙上に﹁出世明神高麗神
う意識で来ているわけで 社﹂という言い方で記事
はないですね︒
になったのが始まりです
︱高麗神社は出世開運の ね︒実際出世開運の神様
神様に見られているよう という言い方が定着する

のは ︑ 昭和 に入 っ て
からです︒

たんです︒ここにやって りますから︑一貫して同
来た高句麗人たちもその じ宗派というのはそんな
ような時代背景の中で仏 にないです︒武蔵国では
教に対する信仰は持って 江戸時代になると︑新義
いたということです︒
真言宗が教線を伸ばして
︱﹁聖天﹂とは︒
きます︒
高麗 聖天は歓喜天の別 ︱ずっと高麗家の菩提寺
名です︒
ではあるのですか︒
︱宗派は真言宗なのです 高麗 これは︑どう申し
か︒
上げたらよいかわかりま
高麗 宗派は変わります︒ せんが︑高麗家の菩提寺
どのお寺もそうですが︑ という認識が今あるかと
里のお寺は入ったお坊さ 言うと︑ないんです︒今
んが何宗であるかで変わ は我々のお葬式は仏式で
は なく神道 式になりま
す ので︒江 戸時代の終
わ り頃には ︑当時は高
麗 家は修験 をしていま
し たので︑ 神道式では
な いですが 修験のやり
方 でお葬式 をしていま
し た︒それ 以前︑江戸
時 代の初め から途中ま
で は︑幕府 の決まりで
仏 式でお葬 式をあげて
い ましたの で︑その時
に は聖天院 さんにお願
いをしていました︒
聖天院の 縁起では︑
聖 天院は若 光の菩提を

聖天院を望む

若光 の 菩提 を弔 う 聖
天院

歴代首相による献木

︱神 社 の隣 にあ る お
寺の 聖 天院 ︵し ょ う
でん い ん︶ は若 光 が
仏教 を 信仰 して い た
こと か ら建 てら れ た
のですか︒
高麗 当時 の日 本 で
はす で にお 寺を 建 て
仏教 を信仰 する
こ ち おが 広ま って
い ま ｓし た︒ 日本
に 仏 教が 伝わ り１
５ ０ 年以 上た って
お り ︑高 麗郡 がで
き た 少し 後の 時代
に な ると 全国 に国
分 寺を 建立 の詔
︵ み こと のり ︶を
出 し てい ます ︒地
方 を 治め る豪 族た
ち は こぞ って お寺
を 作 りま した ︒そ
れ は １つ の文 化的
な ス テー タス だっ
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弔うために建立されたお
寺と言われています︒
︱聖天院の住職は高麗
家とは関係のない人で
すか︒
高麗 現在の住職と血
縁関係はありません︒
お互いに隣近所のおつ
きあいですね︒

︱建郡１３００年はい
つになりますか︒
高麗 平成 年︵２０
１６年︶になります︒
︱意義はどのように表
現したらよいでしょう
か︒
高麗 元々空閑地であっ
た土地に高麗人たちが
やってきた︒彼らは国
を失ってしまった人た
ちで︑あらためて自分
たちの国と同じ名前を
つけた場所を与えられ
てやってきた︒その場
所を開拓してできた土
地ですよね︒
高麗郡が廃止されて
１００年以上たっていま
28

すので︑今さら高麗郡を
なぜ言い出すのかとい
うこともありますが︑
高麗郡が置かれたこと
でこの周辺地域が新し
い時代︑段階に入って
いったエポックメイキ
ングのような意味があ
るのだと思います︒
渡来人ですので︑元々
は高句麗を出自とする
人たちが集まってきて
いるわけですが︑この
土地で子孫が繁栄して
いき︑現在の日本人に
とっては彼らも先祖の
１部であるということ
です︒いろいろな捉え
方があるとは思います
が︑神社としては旧高
麗郡地域の住民やこの
地域の歴史に興味を持っ
た方々︑高麗神社を崇
敬する皆さんがあらた
めて先人を敬い感謝を
しつつ︑さらに今後の
発展︑未来を考えてい
く機会にしたいと考え
ています︒
︱この事業で︑渡来人が

２０１６年が建郡１３００年

日本に来て定着していっ ばと思っています︒
ですので︑そのことを前
たことをあらためて学べ︑ ︱日本に渡来したのはよ 提として考えると︑必要
韓国がすごく身近になり ほど位の高い人たちでしょ なのは日本人の成り立ち
ます︒
うか︒
の中にどういう風な要素
高麗 韓国という言い方 高麗 百済も滅んだとき があるかを考えることで
をすると多くの皆さんの には大量の百済人が日本 あると思います︒
イメージがはっきりして に入ってきています︒当
よいのですが︑私たちが 然新羅の人たちも入って すでに記念事業を実施
基本に考えているのは︑ きていますし︒高句麗人
高麗という国からやって も文献に表れただけで１ ︱どのような記念事業を
きた人たちのことで︑歴 ７９９人ですからかなり 行っていますか︒
史的に缶上げればそれは の人が来ているわけです︒ 高麗 高麗神社としては
決して韓国だけにとどま その人たちがすべて王族 平成 年からすでに取り
りません︒ただし他の外 や貴族かというとそうで 組んでいます︒多くは文
国の人々に比して韓国の はないと思います︒
化事業です︒まず１つは
皆さんが古くから当社を ︱明治の高麗郡で１７９ 社史編さんです︒高麗神
訪れていたことも事実で︑ ９人の人の子孫がどのく 社あるいは高麗家に伝わ
韓国の人々の高句麗に対 らいのウエートを占めて る古い文献を︑翻刻をし
する親近感を考えれば自 いたか推測でもあります て研究材料として提供す
ら交流を結んでいくこと か︒
るということで︑すでに
になると思います︒
高麗 人口統計学で言う 何巻か発刊しています︒
一方で今回の事業の可 と︑相当の数になってし
それから期間を決めて︑
能性を広げていく要素と まうようです︒逆に科学 様々な文化的なイベント
して︑高句麗は日本にも 的推計から︑１７９９人 を行っています︒５月
重要な国であり︑中国に は多すぎるのではないか 日が﹁続日本紀﹂に記さ
とってもそうであり︑東 と言われる人もいます︒ れている高麗郡建郡の日
アジアの中で一定の存在 ︱この地域はかなりの人 なので︑新暦と旧暦の違
価値をもった国であった が渡来系の子孫というこ いはありますが︑数字だ
という捉え方をしてイメー とになりますね︒
け合わせてその日に﹁高
ジをふくらませていけれ 高麗 人が動くのは当然 麗郡建郡記念神恩感謝祭﹂
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というお祭りをして︑そ 年で８回目です︒高句麗︑ 囲を考えてみると︑まだ ことですが︑それはあく しているのですか︒
の後の土日を使って﹁高 高麗郡︑高麗家︑高麗神 まだ十分に認識されてい まで高麗神社の考えてい 高麗 委員会の中ではな
麗郷地場産チャリティバ 社に関わりのある演題で︑ ないという現状もありま ることです︒この土地に く︑委員会に関わる顧問
ザール﹂という催しをやっ 外部から講師を招聘して すので︑今後様々なイベ 住んでいる方たちにとっ 会に旧高麗郡外の地域も
ています︒これはこの地 聴いていただく︒毎年２ ントを通じて多くの人に ては別の捉え方で建郡１ 含め７市２町の首長にも
域で製造販売しているお ００名前後の方に聴講し 知っていただきたいです︒ ３００年をお祝いできる お入りいだいています︒
店に店を張っていただき︑ ていただいています︒
のではないかと私は思っ これは︑委員会の考え方
売り上げは様々な先に寄
９月半ばから 月終わ
て おり︑多くの方たち として︑旧高麗郡の中だ
付をさせていただくとい りにかけては︑﹁高麗郷
が 建郡１３００年に関 けでなく︑関連地域にも
うことです︒
文化フェスティバル﹂と
わ っていただきお祝い できるだけ多くの方々に
この土地にやってきた いうタイトルでくくり︑
を していただきたい︒ お祝いをしていただきた
高麗の人たちが最初はゼ 期間中に土日が多いです
そ んな気持ちもあって︑ いということで︑﹁新高
ロから始まったわけで︑ が様々なイベントを開い
﹁ 高麗郷 Ｓ﹂も作り 麗郡﹂という概念を提示
ゼロから土台を築いてい ています︒高麗神社に伝
ましたし︑ 年６月
して︑その中でご賛同い
ただいたことへの感謝の わる文化財展とか︑雅楽
日 には高麗郡建郡１３ ただける方たちに入って
気持ちで︑地域に住む人 の奉納演奏会とか︑韓国
０ ０年記念事業委員会 いただくということです︒
たちにも発展のために尽 の伝統音楽のコンサート
が 結成されました︒私 ︱まず知ってもらうこと
くしていただこうという とか︒これも平成 年か
も 発起人の１人ですが︑ が大事ですね︒
ことを趣旨としています︒ ら始めています︒
多 くの方にお声がけを 高麗 まず多くの方々に
このバザールに賛同して
私が考えたことは︑こ
さ せていただいたのは︑ 高麗郡を知っていただく
毎年商品を提供してもらっ れらを通じて多くの方に
そ のような思いがあり こと︑それから２０１６
ている人たちで﹁高麗郷 高麗郡という郡があった
ま す︒多くの人たちに 年に１３００年になるこ
Ｓ﹂というグループを ことをまず知ってもらう
広く︑この機会に知って とを知っていただくこと︑
結成して︑１３００年に ことです︒おかげさまで
高麗郡建郡１３００年 いただき︑先人に対する そして記念事業委員会が
向けた地域興しに尽くし 取り組みから 年たち︑ は高麗神社の創建１３０ 感謝の気持ち︑地域の未 何を考えているかを知っ
ていこうと今活動してい 日高市民の方たちには高 ０年ではないんです︒高 来を考え︑作っていただ ていただくことが重要か
ます︒
麗郡という存在をある程 麗神社にとっては︑高麗 くという機会を提供させ なと考えています︒
６月になると︑﹁渡来 度お伝えすることができ 郡の建郡があったから神 ていただきたいと考えて
人の里講演会﹂という講 たかなと思っています︒ 社が出来上がったわけで︑ います︒
演会をやっています︒
ただ︑旧高麗郡という範 １３００年は意味がある ︱委員会に自治体は参加

13

沿線寺社めぐり
東上沿線物語別冊

11

11

10

14

記念事業（チャリティバザール）
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