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Summary research report on Kumagaya City-designated cultural property "Mikaria" related materials.
The theme of the significance of "Mikariya" -related materials interpreted from the diverse industries played by
the Tomori family in the Kuge area, Kumagaya City, Saitama Prefecture.
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第１節 「みかりや」関連資料の文化財指定とその意義
熊谷市久下に所在する戸森家を所有者として関連資料が現在まで保存されてきた「みかりや」に関連した資
料は、平成２９年（2017）３月３１日に「みかりや」関連資料一括（看板・版木・関連文書・日本画・型紙）
として、熊谷市の有形文化財（歴史資料）に指定された。本稿ではその概要を理解するととともに、資料が有
している文化財としての価値を再認識することを目的としている。
久下の戸森家は、
「みかりや（御狩屋）
」と号し、
代々茶屋を営むかたわら、上岡の馬頭観音（東松山
市妙安寺）で売り出す絵馬を描いており、絵馬の型
紙や「みかりや」に関連する古文書を所蔵している。
「みかりや」の屋号は、忍藩主が狩りのときに休ん
だことが由来とされている。その際に授けられたと
伝えられる鷹図等がある。
また、渓斎英泉「岐阻（木曽）道中 熊谷宿 八丁堤
景」
（右図）は、中山道熊谷宿を描いた絵画であり、
「みかりや」が題材となっている。また、薬の販売や
各地の講中の定休所ともなっており、関連した看板
や版木が残されている。その家の資料群は、熊谷に
とって極めて重要であり、絵馬や薬の販売など、近
世・近代の北武蔵の商家を考える上でも貴重である。
渓斎英泉「岐阻（木曽）道中 熊谷宿 八丁堤景」

第２節 「みかりや」関連資料の構成と種別
第１項 資料概要と種別内容
１．版木・看板 （版木１６点・看板１２点）
（戸森茂秋氏 所有 熊谷市教育委員会 寄託）
形状
表題
差出・作成等
寸法（cm）
・備考
免許家伝神妙湯腫脹之薬（主治効能・ 調剤本舗武州大里郡久下村金盛堂戸 縦 23.0×横 34.9
版木
用法）
森金太夫
免許家伝精順湯瘡毒の妙薬（主治効
能・用法）
版木 御注意（神妙湯）
版木 主治効能
家伝神妙湯
版木
版木

版木
版木

免許家伝精順湯瘡毒の妙薬
免許家伝くげの目薬

製薬所埼玉県大里郡久下村大字久下 縦 16.0×横 21.8
金盛堂戸森金太夫
縦 15.3×横 11.8
縦 13.3×横 10.5
埼玉県大里郡久下村大字久下金盛堂 縦 13.5×横 11.0
戸森金太夫
製薬所埼玉県大里郡久下村大字久下 縦 17.5×横 13.2
金盛堂戸森金太夫
本家調合所中山道久下村戸森氏製
縦 11.0×横 16.5

神妙湯免許日本一家伝はれものゝ妙薬 調合所武州大里郡久下村金盛堂戸森 縦 27.6×横 13.2
金太夫
版木 効能・用法
縦 12.8×横 10.4
日本唯一救瘡丸
神妙湯本舗埼玉県大里郡久下村大字 縦 12.6×横 10.6
版木
久下金盛堂戸森金太夫製

版木

版木

救瘡丸日本無二家伝秘方かさの妙薬

版木 日本無二救瘡丸

武州大里郡久下村調合所戸森金太夫 縦 22.7×横 11.0
製
縦 11.9×横 7.3
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製薬者埼玉県大里郡久下村金盛堂戸 縦 8.7×横 7.1
森金太夫
版木 精順湯
縦 9.6×横 3.5
家伝秘法真珠救瘡丸瘡毒之妙薬
本家調合所武州忍領久下邨戸森金太 縦 33.0×横 49.0×厚 2.0、
版木
夫（1867 年）
裏書なし
家伝秘方ひせんの妙薬（日本無二瘡毒 武州大里郡久下村戸森金太夫製
縦 70.4×横 23.2×厚 3.8、
版木
の妙薬）
両面彫
吉見大々桐生講
縦 61.9×横 19.1×厚 2.4、
看板
木製、裏書なし
免許売薬営業
縦 91.5×横 22.2×厚 3.3、
看板
木製、墨書、裏書なし
版木

瑱珠散御目薬

縦 84.2×横 26.5×厚 2.5、
木製、裏書、墨書「日本無
看板
二瘡毒の妙薬中山道久下村
戸森金太夫」あり
家伝秘法痳病之妙薬
縦 111.3×横 18.5×厚 2.4、
看板
木製、裏書なし
免許家伝瑱珠散くげの目薬
武州大里郡久下村調合所金盛堂戸森 縦 115.2×横 33.5×厚 3.4、
看板
金太夫
木製、裏書なし
家伝瘡毒請合救瘡丸（家伝さうどく請 坂下金太夫製
縦 88.5×横 39.0×厚 4.5、
看板 合きうさう丸）
木製、裏彫りあり
看板
看板

家伝請合ひせんの妙薬

中仙道久下村調合所戸森金太夫

家伝免許精順湯瘡毒之妙薬

縦 109.8×横 37.0×厚 2.4、
木製、裏書なし
調合所武州大里郡久下村金盛堂戸森 縦 121.5×横 35.6×厚 3.0、
金太夫
木製、裏書なし

免許家伝日本一神妙湯腫瘍之薬

中山道久下邨調合所戸森金太夫

（埼玉県立歴史と民俗の博物館 寄託）
看板
看板
看板
看板

江戸 弐百五十一番 大東講休

講元発起人 大城屋良助

大阪 浪花講

講元 松屋甚四郎
発起人 まつや源助

上毛桐生新宿 吉見太々講
吉見 太神宮 永代太□ 江戸日出講 元治二年乙丑歳四月之吉 世話人
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縦 84.3×横 31.8×厚 4.5、
木製（裏面同）
縦 77.4×横 35.3×厚 3.8、
木製（裏面同）
縦 58.5×横 19.1×厚 2.5、
木製（裏面同）
縦 76.2×横 23.2×厚 3.0、
木製

２．関係文書類
諸帳面・記録簿（８点）
・
「旗奉納諸懸り帳」 久下村世話人金太夫 （明治 2 年：1869）
・
「大福帳」久下御狩屋金太夫（明治 6 年：1873）
・
「金銀出入覚帳」 久下村御狩屋弥四郎（明治 11 年：1878）
・
「神事諸入用払方帳」 （明治 10 年：1877）
・
「万覚帳」 久下戸森弥四郎（明治 12 年：1879）
・
「大福帳」 戸森弥四郎（明治 15 年：1882）
・
「判取帳」 久下邨戸森弥四郎（明治 12 年：1879）
・
「大調宝記諸事扣帳」 埼玉県大里郡久下村字久下蚕業大来館百六拾番地戸森広助（明治 35 年：1902）
３．絵馬講連名帳等（２１点）
・
「絵馬講連名帳」 当世話方久下村弥四郎（明治 12 年：1879）
・
「絵馬仕入帳」 久下戸森弥四郎（明治 12 年：1879）
・
「絵馬講中連名記」 世話人金太夫（明治 13 年：1880）
・
「絵馬講連名簿」 世話役中久下村戸森金太夫（明治 15 年：1882）
・
「観音講社連名簿」 当世話人戸森金太夫（明治 15 年：1882）
・
「絵馬講社中」 世話人久下村戸森金太夫（明治 17 年：1884）
・
「絵馬講社中」 久下村金太夫（明治 19 年：1886）
・
「絵馬講連名帳」 下久戸森金太夫（明治 20 年：1887）大正・昭和期 同連名帳 他 12 件
・
「絵馬販売簿」 久下邨戸森金太夫（明治 22 年：1889）
４．書状・収蔵書等（５点）
・書状「家伝神妙湯」 武州大里郡久下村調剤本舗金盛堂戸森金太夫（近代）
・
「神妙湯売捌帳」 戸森金太夫（大正 11 年：1922）他４点
・
「売薬検査願（万能膏）
」 （明治 42 年：1909）
記録者：埼玉県大里郡久下村大字久下平民金盛堂戸森金太夫
受領者：埼玉県知事島田剛太郎
・
『古文真宝前集・後集』 鈴木益堂校本 帙入り（3 冊一括）
、刊本
（帙に戸森不遠の墨書「養子不教父之過訓導不厳師之情」あり）
（安政 2 年：1855）
・
『根本山参詣路飛渡里安内全』 福岡治郎兵衛撰（安政 6 年：1859）
（裏表紙に墨書「中仙道市田庄武州忍久下御狩屋金太夫」あり、刊本、久下・熊谷新宿・下宿・上宿・妻沼町
などの店が紹介されている）
５．日本画「架鷹図」
（かようず）
（２点）
（本絵と下絵）江戸時代
本絵（絹本）本体部 縦 95ｃｍ×横 35cm・下絵（紙本）とともに上部が欠損し追加部がある。
６．絵馬型紙（約 300 件）
絵馬型紙一括
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第２項 戸森家所蔵「看板」
・
「版木」
・日本画「架鷹図」画像

日本画「架鷹図」
（本絵）
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第３節 「みかりや」関連資料をめぐる歴史的経緯と概要
第１項 「みかりや」
・戸森家の概要
「みかりや」は、中山道が久下宿から熊谷宿へ向かう途中の荒川土手にあり、
「五海道中細見記」によると「久
下土手御休所、名物もち有、みかりや金太夫」
、
「名物ゆびしあり」と記されている。
「みかりや餅」と「ゆべし
（柚餅子）
」を名物とした茶屋で、代々金太夫を名乗っていた。渓斎英泉「木曽道中 熊谷宿 八丁堤景」には「あ
んころ」
「うんどん」の表記があり、食事処でもあった。江戸時代以降、柚子に味噌を入れた柚餅子や、鮎を調
理した「うるか」などの販売は好評で、現在まで製法が伝承されている。
市史編さん室の調査などによると、
「みかりや」という屋号は、
「御狩屋」と書かれた一反ほどの暖簾を、寛
永１６年頃（1639）に忍藩主を務めていた阿部豊後守忠秋（1602-1675）から賜ったことにはじめるという。
暖簾は戦時中に失われたとされる。忍藩主は、久下河原で度々狩りをしており、その折に戸森家の茶屋で休憩
し、その際にあんころ餅を出したところ気に召されたという逸話が残されている。以降、鷹狩りのときには立
ち寄るようになったことから、暖簾を賜ったとされる。戸森家の歴代は、…広助（山谷）―弥四郎―金太夫貞
信―昭三―茂秋と継承されている。

第２項 「みかり屋」関連資料の概要について
１．版木
戸森家が所有する版木は全１６点あり、いずれも当時の家業であった売薬に関するものである。
「家伝神妙湯」
は、
「免許家伝神妙湯腫脹之薬」
「神妙湯免許日本一家伝はれものゝ妙薬」などと薬名が記されている版木があ
り、それらの多くは、主治効能、用法、注意書などをまとめたものである。その他、
「精順湯」
（瘡毒の妙薬）
、
「救瘡丸」
（瘡毒の妙薬）など売薬の版木が確認できる。刷物にして、宣伝のために配布されたものであろう。
後述の売薬関係文書とも併せてみる必要がある。
２．看板
看板は全１２点である。そのほとんどが売薬関係の看板であり、いずれの状態からみて、店頭などに吊り下
げられていたものと考えられる。
「免許売薬営業」という販売許可を示す墨書の看板があり、他に前述の版木に
ある「神妙湯」
「救瘡丸」
「精順湯」などの看板がある。更に他の看板には、
「吉見大々桐生講」とあり、各地の
講において庶民を取りまとめた「大々講中」の定休所であることを示した看板である。戸森家が所有している
看板のうち４点は、埼玉県立歴史と民俗の博物館が寄託管理している。
３．関係文書類の概観
本文書群は全２５０件あり、最も古い文書は寛文４年（1664）の「増補以呂波雑韻（上・中・下巻）
」という
書籍であるが、裏表紙に明治２２年（1889）２月という年月と戸森広助の蔵書である旨が記されていることか
ら、明らかに後年に入手したものであると推察される。本文書群については、幕末期から明治・大正期の文書
が大半を占める。市史編さん室の調査報告に基づき次の分類として区分し、その中における貴重文書を抽出し
文化財指定の検討を行った。
４．売薬など所業に関連した帳簿類
戸森家文書には、売薬に関する帳簿や刷物が遺されている。戸森家では、瑱珠散（目薬）
・神妙湯（腫物など）
・
精順湯（夜尿症・婦人病など）
・救瘡丸（淋病・梅毒）
・皮膚病薬（おできなど）などの薬を製作・販売しており、
その過程で作成された関連文書である。文書は、明治４２年（1909）から大正１５年（1926）までの諸帳簿や
刷物があり、全１８件（７９点）が保管されている。文書の作成者は、ほとんどが戸森金太夫で、
「金盛堂」と
いう屋号も確認できる。
内容は、まず薬の製造に関する文書の代表例として「神妙湯製造帳」を挙げることができる。大正７～１１
年（1922～1926）の１冊、同１１～１５年（1918～1922）の一冊、合計二冊が残されている。これにより、約
９年間に製造された神妙湯の個数や単価を知ることができる。他の製造帳としては、大正１０年（1921）の他
の薬剤に関する「製造帳」１冊がある。
万能膏など薬の売買に関する文書として、検査願いに関する帳面がある。販売に関する文書については「神
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妙湯売捌帳」が二冊あり、大正７年（1918）から同１１年（1922）までの販売記録をみることができる。これ
に加え、大正１０年（1921）の「売捌帳」も保存されている。
多様な生業を営んでいた戸森家であるため、大福帳などの家の経営帳簿が数冊存在している。明治６年（1873）
から同１５年（1882）までの４冊である。表題は、
「大福帳」
「万覚帳」
「金銀出入覚帳」である。明治６年（1873）
の「大福帳」や明治１１年（1878）の「金銀出入覚帳」には、作成者が「御狩屋金太夫」
「御狩屋弥四郎」とあ
り、前述した屋号「御狩屋」を裏付けるものである。
明治１０年（1877）の「神事諸入用払方帳」は、祭礼などの入用を書き留めた金銭帳である。
「愛宕登り」
「雷
電灯明」
「地蔵灯明」
「下久下地蔵灯明」などさまざまなものの入用が記されている。戸森家の信仰活動の一端
をうかがうことができよう。また、明治２年の「旗奉納諸懸り帳」は、旗を製作して奉納した際の帳簿である。
白生地の反物を購入し、染色・縫製し、竹を通して旗とした。金三十五両余りを要しており、その費用を上岡
村・山田村・大谷村などからも集め、久下村の金太夫本人も金二両二朱を納めている。こうした経緯を追うこ
とのできる史料である。
５．絵馬講連名帳・所蔵書類等
戸森家文書には、絵馬の講や販売などに関する帳簿が含まれている。戸森家は絵馬を製作し、上岡馬頭観音
（東松山市妙安寺）などで売り出していたことから、その過程で作成された文書であると推察される。
文書は、明治８年（1875）から昭和２年（1927）に至るまでの諸帳簿が遺されており、全２４冊を確認する
ことができる。文書の作成者は、明治１２年（1879）までが戸森弥四郎で、それ以降は戸森金太夫である。そ
の中では、
「絵馬講連名帳」が１３冊と最も多く、大半を占めている。年代的には、明治８年（1875）から昭和
２年（1927）までの帳簿である。
明治８年（1875）の「絵馬講連名簿」では、久下村・奈良村・相上村・熊谷町・石原村などの３７名がみら
れ、講員から集金して開帳料として金一〇〇疋などを納めている。講員の人数の増減はあるが、絵馬講を組織
していたことが分かる。明治１７・１９年（1884・1886）の「絵馬講社中」という文書も「絵馬講連名帳」と
ほぼ同じ内容である。
また、
「絵馬仕入帳」は、明治１２年（1879）の１冊が遺る。これは、筆・刷毛などの代金をはじめ、大工代・
かんな代などの手間賃から、駄賃などまで含めた絵馬製作に関わる金銭出納帳である。
製作された絵馬の販売に関連する文書としては、
「絵馬販売簿」が明治２２年（1889）の１冊が遺っている。
これは、販売品ごとに絵馬の寸法・枚数・代金を記した文書で、購入者は地域的に久下村内をはじめ、上岡村・
大谷村、山田村（滑川町）など広範囲へ渡っている。
このように、戸森家の文書には、絵馬講に関するものがまとまっており、本文書群の特徴の一つとなる。な
お、関係資料として、戸森家には絵馬に関する型紙が多く保存されている。
安政６年（1859）の「根本山参詣路飛渡里安内全」は久下村をはじめ、熊谷新宿・下宿・上宿、妻沼町など
の店を紹介した刊本であり、幕末期の宿場の様子を知ることができる資料である。
６．日本画「架鷹図」
（かようず）
戸森家では、日本画「架鷹図」の本絵と下絵の２点を所有し、ともに表具され掛け軸として保管されている。
下絵の構図を基に本絵の着色が行われたことが分かる。ともに上部が欠落し、新たな用紙の貼り込みによって
補正されている。絵師や筆年の記録は残されていない。絵は葵の唐草模様柄の止まり木に鷹が身を置き、迫力
ある眼光を画面左方へ向けている。鷹の足に結ばれた留め紐が忠実に描写され、鷹狩りを表現する資料として
も貴重である。
７．型紙（絵馬製作用）
戸森家には、絵馬製作用の型紙が多く保管されている。その多くは渋紙であり、年代の記載から確認すると、
明治３９年（1906）から大正１４年（1925）のものである。なお、同家の絵馬は、昭和３年（1928）に金太夫
貞信が亡くなり、その時点で製作を終えている。
これらの型紙については、平井加余子氏による調査・整理がなされ、目録が作成されている（平井加余子「戸
森金太夫家絵馬型紙目録」
（立正大学北埼玉地域研究センター編『熊谷の絵馬―庶民の祈りと暮らし―』1992
年、70～73 頁）
。この報告によれば、全３１８点として示されている。その後の保管状況の変更等により全数
の確認及び詳細調査は今後において補完したい。
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第４節 「みかりや」関連資料を構成する文化財の概要と特色
第１項 「みかりや」関連資料の主要資料に関する概要調査報告
看板「家伝免許精順湯瘡毒之妙薬」
（縦 109.8×横 37.0×厚 2.4、木製、裏書なし）
看板には「精順湯瘡毒之妙薬」と刻まれており、
「中山道久下邨調合所戸森金太夫」の銘が残されている。
「瘡
毒」の治療薬として製薬及び販売がされており、
「救瘡丸」などの他の薬剤とは異なる名称として示されている
ことから、独自の調合薬であることが推測できる。同じ屋号にて複数の調合薬が製作され、販売されていたこ
とを知ることができる看板である。文字が彫られた箇所には金箔張りが施されており、きらびやかな印象を与
えている。上部の釣り金具も頑丈に製作されている。
看板「免許家伝日本一神妙湯腫瘍之薬」
（縦 121.5×横 35.6×厚 3.0、木製、裏書なし）
看板には「神妙湯腫瘍之薬」と記されている。皮膚などの「はれもの」や子宮病などの療養薬として用いら
れ、日本一の名が示すとおり、効果的な治療薬として伝えられていた。江戸時代後期以降に掲示されたもので
あり、明治時代においても利用されていたとされる。看板の中には「調合所武州大里郡久下村金盛堂戸森金太
夫」と記されており、調合者ならびに販売者としての免許を有し、そのことを利点として多数の販売がなされ
ていたことが想像できる。
看板「吉見大々桐生講」
（縦 61.9×横 19.1×厚 2.4、木製、裏書なし）
看板には「吉見大々桐生講」とあり、各地の講において庶民を取りまとめた「大々講中」の定休所であるこ
とを示した看板である。桐生の名から上州桐生（現在の群馬県桐生市）から、上岡馬頭観音（東松山市妙安寺）
や吉見観音（安楽寺）への参詣に際して、奉納する絵馬の購入及び休憩する場所として使用していた講集団が
あり、彼らによって江戸時代後期に「みかりや」に寄贈されたものであると考えられる。紅色の「三つ巴」が鮮
明に目に映る。
看板「免許家伝瑱珠散 くげの目薬」
（縦 115.2×横 33.5×厚 3.4、木製、裏書なし）
看板には「免許家伝瑱珠散くげの目薬」と刻まれ、
「武州大里郡久下村調合所金盛堂戸森金太夫」と記されて
いる。久下の「くげ」という地名とともに効能となる眼病への薬剤であることが記され、当地の名薬として広
く知られていたことが推定できる。文字の刻印には一部金箔押しが見られ、眼の絵が描かれるなど、意匠を凝
らしている。屋名には「金盛堂」と記されており、
「みかりや」という通称の他に使われていた調合所としての
名称を知ることができる。
看板「家伝 秘法痳病之妙薬」
（縦 111.3×横 18.5×厚 2.4、木製、裏書なし）
看板「家伝 秘法痳病之妙薬」は淋病の処方薬として販売されていた家伝の薬剤の販売を示すものである。江
戸時代末期以降に掲示されていたと考えられる。流行病として、不慮の病として当時の人々を悩ませていた病
症に対して、独自の製法による製薬が行われていたことを示している。人々の生活に密着した売薬店としての
形態を知ることができる。
看板「家伝瘡毒請合 救瘡丸」
（縦 88.5×横 39.0×厚 4.5、木製、裏彫りあり）
看板の中心には「救瘡丸」と力強く彫られている。裏面には「家伝さうどく請合きうさう丸」と記されてい
る。
「瘡毒」とは「梅毒」として知られ、その当時は薬剤の効果が限られていたとも伝わる。こうした不慮の病
に対する薬効を求め、独自の製法で調合を行っていた「金盛堂」
（
「みかりや」の売薬屋号）の「救瘡丸」を購入
していた様子がうかがえる。当主として記されている「坂下金太夫」は戸森家の金太夫であり、中山道の久下
の長土手を下った場所、いわゆる「坂下」にあることから「坂下」と別称されていたことが分かる。
看板「家伝請合ひせんの妙薬」
（縦 84.2×横 26.5×厚 2.5、木製、裏書、墨書あり）
看板「家伝請合ひせんの妙薬」と記され、瘡毒に対する妙薬の調合と販売を示している。
「瘡毒」とは「梅毒」
として知られ、当時の性病などの原因として庶民の中での衛生問題と化していた。墨書には「日本無二瘡毒の
妙薬中山道久下村戸森金太夫」とあり、戸森金太夫の名が記されている。江戸時代後期以降の歴代の当主は金
太夫を名乗り、製薬のほか、
「みかりや」が関連していた諸業務を担っていた。かつて「日本一」として語られ
ていたが、街道を行く人の声などから「日本無二」として表記するようになったとの言い伝えがある。
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看板「免許売薬営業」
（縦 91.5×横 22.2×厚 3.3、木製、墨書、裏書なし）
「免許売薬営業」は江戸後期から戸森家の業として営まれていた薬剤の販売を明治時代初期に再認定されて
いることが関係書類から明らかになっている。この看板についてはその制作された年代は不詳であるが、江戸
時代においては忍藩から売薬の許可を得て、創薬や調剤を進めていたことから、
「みかりや」の売薬の業が公的
にも認められていたことを示す資料である。
絵馬と絵馬型紙
戸森家には、絵馬製作用の型紙が多く保管されている。戸森家文書には、絵馬の講や販売などに関する帳簿
が含まれている。戸森家は絵馬を製作し、上岡馬頭観音（東松山市妙安寺）などで売り出していた。製作の際
に用いられていた型紙の多くは渋紙であり、年代の記載から確認すると、明治３９年（1906）から大正１４年
（1925）の一品である。なお、同家の絵馬は、昭和３年（1928）に金太夫貞信が亡くなり、その時点で製作を
終えている。絵馬の製作では、大量生産を前提とし、描かれる主題（例えば、馬）の形状や色の際に応じて、型
紙を重ね合わせて刷り合わせる方法が用いられている。この絵馬は大正時代に製作された、馬の絵を模した絵
馬である。馬の胴体部分と馬具の部分を分けて彩色の刷り込みをしている方法が型紙の様子から分かる。
（前掲）
製薬・売薬に関する版木
戸森家が所有する版木は、いずれも当時の家業であった売薬に関するものである。
「家伝神妙湯」は、
「免許
家伝神妙湯腫脹之薬」
「神妙湯免許日本一家伝はれものゝ妙薬」などと薬名が記されている版木があり、それら
の多くは、主治効能、用法、注意書などをまとめたものである。
その他、
「精順湯」
（瘡毒の妙薬）
、
「救瘡丸」
（瘡毒の妙薬）など売薬の版木が確認できる。版木「家伝秘方ひ
せんの妙薬（日本無二瘡毒の妙薬） 武州大里郡久下村戸森金太夫製」と刻まれている大型の版木は、刷物と
して用いて宣伝のために配布されたものと推察される。主として薬の購入者に渡される用紙や薬の包み紙など
に印字されて利用された。
（前掲）

第２項 看板及び版木の現状画像
看板「家伝免許精順湯瘡毒之妙薬」

看板「免許家伝日本一神妙湯腫瘍之薬」
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看板「吉見大々桐生講」

看板「家伝瘡毒請合 救瘡丸」

看板「免許家伝瑱珠散 くげの目薬」

看板「家伝請合ひせんの妙薬」
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看板「家伝 秘法痳病之妙薬」

看板「免許売薬営業」

版木（標示用・売薬表記用）
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第５節 「みかりや」関連資料の調査研究の経緯と成果―茶屋という「メディア」をめぐって―
第１項 調査研究と保存の経緯
埼玉県熊谷市久下地区にある戸森家所蔵資料は、茶屋「みかりや」の歴史を知る上で重要な意義を有してい
る。平成２７年（2015）
、所有者の戸森家から将来的な保存管理について熊谷市教育委員会に相談があり、その
資料の寄託管理を希望する中で、資料的価値の再認識を含む調査研究が求められる状況にあった。本資料につ
いては、平成１０年（1998）頃より、新市合併前の熊谷市立図書館や熊谷市郷土文化会が資料調査を実施し、
その後、熊谷市史編さん室に引き継がれ、資料の移管を含めた概要調査が行われていた。
これらの経緯を経て、平成２８年（2016）に熊谷市文化財指定に向けての調査諮問が出されたことにより、
実質的な調査研究をはじめとした資料の選別検討を実施することになった。熊谷市文化財保護審議会委員の平
井加余子氏及び特別調査委員の平井隆氏の協力により戸森家資料庫の現地調査及び、市史編さん室において保
存されている関連資料の確認調査を実施した。その資料選別の精査については前掲した一覧表などの成果とし
て見出せるものである。その結果、多様な資料群の文化財指定に係る種別を始原とした調整検討を進め、その
文化財的意義についての考察を行った。各項目において資料概要を示した上で、本節では資料の意義及び調査
成果の一端を次項で示したい。

第２項 調査研究の成果と文化財資料としての意義と価値をめぐる考察
江戸時代における中山道の「文化圏」と表現できる、熊谷宿及び久下の長土手周辺の文化的共有関係は、産
業や政治経済と密接に関わりながら、特色ある郷土の歴史を形成する素地となっていた。
中山道及び宿場町の政治的な側面の進展、隣接する忍城下から秩父地域へと進む交通路の整備や、地域の河
川改修事業などの時代変遷を経ながら、庶民は様々な社会的基礎を担う役割を果たす中で、信仰行事や歓楽の
文化、鷹狩や水利を活かした漁、民俗文化などを育んだほか、地域間の交流を担うとともに日々の営みや生業
を重ねていた。この状況を踏まえると、中山道の久下地域における産業と文化振興の結節点として栄えた「み
かりや」の存在は、地域史における地誌的要素に基づいた時代経過を考える上で欠くことができないと考えら
れる。この点からも、関連資料の文化財指定に向けての調査研究は、想像以上に、地域の庶民文化を知るため
の多様な要素が含まれていたことが分かる。
創薬及び売薬、絵馬の講元などの動きは、一見異なる形態に分類される業務であるが、総合的に捉えるなら
ば、中山道の文化圏の醸成という特質において共通している内容を含んでいる。それは、中山道を往来する人々
にとっての「メディア」としての役割を果たしていたという点に帰すると推測される。新たな情報をその都度
提供し、効果ある薬剤の販売や、絵馬講などの周辺地域の信仰文化への寄与などは、その薬効やその絵馬の祈
りという根本的な側面を含有しつつも、新たな商品、新たな観光にも付随する参拝案内を通じて、人々の関心
を広く集める媒体と化したのである。併せて、このような傾向の中で、
「みかりや」は久下に多く居住していた
絵馬の製作集団の作品を流通化させることで、その芸術的価値の向上を促し、
「民藝」運動とも通底する熊谷発
の工芸文化の発信を可能としたのである。
また、歴史的背景を俯瞰する上で、近隣の河岸の「新川」地区との関わりについて着目すると、その特有の
地域性を認識することができる。久下地区の長土手南側にある新川は、江戸時代初期から河岸の整備がなされ、
中規模船の航行が可能な最上流の拠点として栄えていた。中山道の隣接地かつ荒川の舟運を活かした経済的恩
恵を下支えとして、新川では農産品や林業資材、手工業生産品や製糸染色関連業における原料などが集積して
いた環境にあり、この産業面の進展が「みかりや」の多様な業との関連を明らかにしていると考えられる。物
資と情報の集積地としての特質が、久下と中山道及び荒川という地域的位相を自然かつ必然的に結び付けるの
であり、その双方を連関させる媒体としての意義を「みかりや」が有したという特質を感じさせるのである。
「みかりや」はこの地域間の文化・政治経済の交流を可能とした媒体としての名声を博し、北武蔵地域を表
象する「メディア」としての性格を持つに至ったと表現できる。渓斎英泉「岐阻（木曽）道中 熊谷宿 八丁堤
景」では、熊谷宿の本陣や宿坊茶屋ではなく、富士山が垣間見える風光明媚な久下の地の「みかりや」が選ば
れ、その題材となったことからも分かるように、結果的に中山道・熊谷宿・久下の長土手（久下宿）という一つ
のブランドの発信に繋がったことを想像するに難くない。このような歴史的背景の形成において「みかりや」
関連資料が有している歴史資料としての価値は高く、郷土史の理解に寄与する意義の大きさを認識することが
できるのである。
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資料 「みかりや」関連資料に関する掲載記事
埼玉新聞 2017 年（平成 29 年）4 月 16 日（日）朝刊 【中山道と熊谷 語る】

毎日新聞 2017 年（平成 29 年）6 月 23 日（金）朝刊・埼玉版 【中山道で栄えた「みかりや」
】
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朝日新聞 2017 年（平成 29 年）5 月 28 日（日）
朝刊・埼玉版 【茶屋「みかりや」多様な商業活動】

《補足画像》
戸森家で伝承されている柚餅子

みかりや跡に設置されている説明板
カルタ「名物はゆべし焼き餅鮎うるか」
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