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山形県庄内地方の「笹巻」の調理・加工に関する食文化的研究

端午の節句である 5 月 5日には、日本全国でちまき・柏餅・あくまきなど、葉で包んだ餅あるいは団
子という類似した行事食が存在することが知られており、山形県庄内地方では「笹巻」が作られてき
た。庄内地方は酒田市と鶴岡市を中心とした地域に分かれ、それぞれ固有の生活文化が形成されて
いる。酒田市周辺で一般的に作られている笹巻は、吸水したもち米を笹に包んで水で煮る白色である
が、鶴岡市周辺では灰汁あるいは重曹で煮る黄色で粒形が残っているもの、あるいは飴色で透明感
のあるゲル状のものである。この狭い庄内地方の中に、どのような経緯で 2 種の笹巻が存在するように
なったかは明らかになっていない。また庄内地方では、昭和 50 年代頃までは月遅れの端午の節句を祝
うために各家庭で笹巻を作っていたが、近年は笹巻を作らない家庭も増えている。この状態が続くと
元々の笹巻の食文化を守っていくことが困難になると考え、各家庭の笹巻調製法を調査し、簡単で嗜
好性の高い笹巻の調製法を提案することが各家庭に笹巻を残す上で必要と考えられた。そこで本研
究では、庄内地方とその周辺地域での笹巻および類似の行事食の分布の状況を明らかにし、笹巻が
2 種あることの背景について、歴史的資料からできる限り追及を行った。また、今後も笹巻を継承してい
くために、電話およびアンケート用紙、聞き取りによる調査により笹巻の普及および調製法の現状を理
解し、最良の伝承法を検討することを目的とした。
研究方法としては、文献および電話、アンケート用紙による調査と聞き取り調査を行った。文献調査
は、山形県鶴岡市歴史資料館等で行った。電話調査は、平成 28 年 9 月～ 11 月に、山形県 36ヵ所、
新潟県 30ヵ所、秋田県 25ヵ所、宮城県 40ヵ所、福島県 61ヵ所の計 192ヵ所の市役所・町村役場を対
象として行った（回答率 95.8％）。アンケート用紙による調査は、平成 28 年 11月～平成 29 年 4月に、電
話調査で協力が得られた自治体及び独自のネットワ―クにアンケート用紙を配布して、笹巻の喫食状
況や笹巻調製法等について調査した（回収率 97.5 ％）。さらに、山形県酒田市および鶴岡市出身の
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60 ～ 80 代 10 名を対象に、過去および現在の笹巻に関わる事項の疑問点について、平成 29 年 3月～
5月に聞き取り調査を行った。
文献によると、日本で最古の粽とされるのは石川県鹿西町杉谷の弥生遺跡出土した円錐形のにぎり
飯状の炭化物であると推察されている。また、粽の製法がわかる最古の資料とされる『倭名類聚抄』
には「菰葉をもって米を包み、灰汁をもってこれを煮る」とある。葉の種類は異なるが米粒を包んで灰
汁で煮るという鶴岡地域の笹巻と類似の調製法が記載されている。灰汁で煮るという製法は、鶴岡
市周辺の笹巻以外には、鹿児島県、長崎県、宮崎県で見られる「あくまき」、静岡県朝比奈地方の
「朝比奈ちまき」が知られている。庄内地方の中でもこの製法が鶴岡市周辺に限られることから、その
ルーツは様々な説が言われている。
『本朝食鑑』には朝比奈ちまきの製法を説明した後に田中の城主
が粽を献上した旨が記されており、田中藩には庄内藩を治めた酒井家（左衛門尉家）と始祖を同じく
する酒井忠利（雅楽頭家）が 1601 ～ 1609 年に藩主として入城していたことからも、鶴岡地域の笹巻
と朝比奈ちまきとには何らかのルーツがあると推察する。江頭は笹巻のルーツについて考察を行って
おり、
『斉民要術』にはすでに 2 種の粽の製法が記載されており、それぞれが別ルートで中国から日本
に伝播されたことで白色と黄色の笹巻の色の違いが生じたのではないか、また『延喜式』の記載には
「粽料糯米二石云々」とあり、水だけで煮る笹巻に似たものが存在したのではないかと推察している。
2 種の笹巻が作られた経緯について諸説を知ることはできたが、まだ十分に解明できたとは言えず、今
後も調査を続ける予定である。
電話およびアンケート用紙、聞き取りによる調査の結果、山形県は全域において笹巻が食されてい
た。山形県・秋田県・宮城県では笹巻という名称が多く、新潟県ではちまき、福島県では新潟県よりの
西の方では笹巻、会津地域の一部ではひし巻、西側ではちまきという名称が用いられていた。色は、ほ
とんどの地域では白色あるいは少し笹の色が移っている色の笹巻であり、山形県の鶴岡市、三川町の
みが重曹や木灰汁を使って茹でる製法により黄色の笹巻であったが、村山市など白と黄が混在する地
域もあった。形は山形県では三角形が多く、酒田地域では「七つ祝い」という行事に大きなたけのこ形
の笹巻が 100 年近く作り続けられてきたようである。笹巻の形、米の浸漬時間、加熱時間などの調製
法および食べ方は地域や各家庭により異なっていた。また、笹巻を今でも家庭で作る家庭は二世帯、
三世帯の家庭が多く、核家族では手間のかかる笹巻を作らず購入して食べることが多いことが明らか
となった。一方で、笹巻を郷土食として残していこうという試みも各地域で起こっており、地域の町興し
や JA および地域の婦人会などが積極的にこの試みに関与し、笹巻の郷土食としての位置はほぼ維
持されていると考えられた。目的の一つに家庭で作られなくなった笹巻の消滅防止法の一つとして「簡
単な笹巻調製法を決定し、それを普及させて食文化を伝承したい」と考えていたが、各種調査の結果
があまりに異なったことから、笹巻の調製法を一つに絞らず、各家庭の作り方を DVD や動画サイトに
画像として残すこと、各地域の婦人部に伝承の協力を仰いでこの貴重な文化を広めて残すことにより、
次代への伝承は可能と推察された。
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1. はじめに
山形県庄内地方は、酒田市と鶴岡市を中心とした地域である。近世期、酒田市は西廻り航路が就
航し酒田三十六人衆や豪商本間家で知られる商人の町として繁栄し、一方、鶴岡市は出羽国庄内藩
酒井家が治める城下町であり出羽三山の霊山を擁する信仰の要衝として栄えてきた。このような背景
が、行事食や郷土食の違いにも大きく影響しているように推察される。
端午の節句である 5 月5日および月遅れの節句である 6 月 5日には、日本全国でちまき・柏餅・あく
まきなど、葉で包んだ餅あるいは団子という類似した行事食が存在することが知られているが、庄内
地方では、
「笹巻」と呼ばれる食品が作られてきた。庄内地方の笹巻には白色のものと黄色いものの
2 種類がある（図 1 ）。

図 1 庄内地方の笹巻

しかし庄内地方に 2 種類ある笹巻について、実際の分布の境界はどのようになっているのか、具体
的な製法のバリエーションの調査も含めて、実態調査の必要性がある。
また、庄内地方の笹巻は、端午の節句を月遅れの6月5日に行っていた昭和 50 年代頃までは、各家
庭で作り祝っていたが、5 月5日の新暦で行うようになった頃には、笹巻を作らない家庭も徐々に増えて
きた。しかし、各地域の農業協同組合や婦人会が郷土食を守り、町興しを行うなどの目的で加工販売
するようになり、これを購入する家庭も増えていった。この背景には、家庭に年配者がいないという核
家族化、女性の社会進出による行事の簡略化、笹巻に代わる柏餅の菓子店での販売などが考えられ
るが、実際の理由は明らかになっていない。また、笹巻を現在も継承している家庭であっても、各家庭
で守られてきた調製法ではなく、簡便で美味とされる方法に変える家庭も多くなっている。社会の情報
化に伴う行事食の変化は止めようもないが、元々の笹巻の文化や本来の味を守っていくことも重要であ
り、簡単で嗜好性の高い笹巻調製法を提案することが各家庭に笹巻を残す上で必要と考える。
本研究では、庄内地方での笹巻および類似の行事食の分布の状況を明らかにし、笹巻が 2 種類
あることの背景について、歴史的資料からできる限り追及を行った。また、今後も笹巻を継承していく
ために、各種調査により笹巻の普及および調製法の現状を理解し、最良の笹巻伝承法の検討を目的
とした。
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2 . 研究方法
1）笹巻の文献調査
これまでの調査に加え、山形県鶴岡市歴史資料館（鶴岡市図書館内）等で文献を調査した。
2）電話による調査
平成 28 年 9 月～ 11 月に、山形県 36ヵ所、新潟県 30ヵ所、秋田県 25ヵ所、宮城県 40ヵ所、福島県
61ヵ所の計 192ヵ所の市役所・町村役場を対象とし、電話による笹巻きの概要の聞き取りおよびア
ンケート用紙を用いた調査の依頼を行った。内容は、① 笹巻の喫食状況と呼び名、② 色、③ 形、
④ 笹の状態、⑤ 食べ方、⑥ 入手先、⑦ 食べる時期、⑧ 紙面によるアンケート依頼についてであった。
回答者の個人的意見ではあったが、95.8％の回答率であった。
3）アンケート用紙による調査
平成 28 年 11月～平成 29 年 4月に、電話調査で調査の協力が得られた自治体及び独自のネットワー
クにアンケート用紙を配布して、笹巻の喫食状況や笹巻調理法等について調査した。回収率は 97.5％
であり、507 部の回答のうち約 48％、242 名が山形県内であった。
4 ）聞き取りによる調査
山形県酒田市および鶴岡市出身の60～80 代 10 名を対象に、過去および現在の笹巻に関わる事項
の疑問点について、平成 29 年 3月～5月に聞き取り調査を行った。

3. 結

果

1）笹巻の文献調査
① 庄内地方における笹巻の歴史的位置付け
米を穀粒のまま葉で包み加工するものを広義に「ちまき」と呼ぶ。庄内地方の笹巻もこの、ちまきの
一種であると考えられている。ちまきは、中国で生まれ、日本に伝わったことを起源としており、家畜を
生贄にする供儀の代替として「角黍」
（角型のキビちまき）を供物としていた。この歴史は先秦時代まで
遡ることができ、後には屈原の伝説と結び付くことによって、端午節の行事食として中国全土に広まっ
たとされる（鄭 2013 ）。日本で最古の粽とされるのは石川県鹿西町杉谷遺跡から出土した弥生時代
後期（紀元 100 年頃）の円錐形の握り飯状の炭化物である。食文化研究家の奥村彪生氏は「植物
の繊維跡があるので、にぎり飯ではなく粽であろう。弥生時代に揚子江中流域の粽を食べる文化が
日本に伝わっていた」と推察している（奥村 2003 ）。世界最古の農書・料理書と位置付けられている
『斉民要術』には、次のように記されている。
『風土記』
（三国時代（ 184-280 ）の註によると、
「民間の
習俗では、あらかじめ二つの節日の前にマコモの葉でキビを包み、草木の濃い灰汁でこれを煮込み、
熟成する。これを五月五日と夏至の日に食べる」。また、製法がわかる資料として『倭名類聚抄』
（平安
中期〔931-938〕に編纂された辞書）には「和名知萬木」と記され、
「菰葉をもって米を包み、灰汁をもっ
てこれを煮る」とあり、葉の種類は異なるがどちらの資料も穀粒を包んで灰汁で煮るという鶴岡市周辺
の灰汁を使った笹巻と同様の調製法が記載されている。
『斉民要術』にはこの製法のほか、竹筒に
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米と粟を入れて煮るちまき、糯米の粉をこねてクマザサの葉で包んで蒸す製法も紹介されている
（賈思勰 1997 ）。
広義のちまきの製法としては、米粉を用いたものと、笹巻のように穀粒のままの米を用いたものがあ
る。近現代のちまきの製法としては、米粉を用いたものが広範に作られているようである（日本の食生
活全集 1984-93 ）が、笹巻のように米粒を用いたものも決して少なくはない。胚乳の硬い米を製粉する
には石臼の使用が簡便であるが、石臼が庶民にまで普及するのは近世中期と考えられており、手間を
厭わない上流階級はともかく、庶民階級までもが米粉を利用したちまきを作るようになるのは古いことで
はないと想像される。石臼が普及して以降、米粉団子のちまきを製造するようになった地域でも、近世
中期以前は『倭名類聚抄』
（ 934 ）や庄内地方の笹巻のような米粒を用いたちまきを調製していたかも
しれない。
このように、庄内地方の笹巻がいつの時代から作られているのかについては、有益なものは見い
出せていない。しかし、文化 10（ 1813 ）年頃に実施されたと推定されている『諸国風俗問状答』の
中に出羽国秋田領・陸奥国信夫郡（福島市の大部分）についての報告があり、庄内地方の笹巻と
同じといってよい例が報告されている。また、陸奥国信夫郡において江戸時代後期に、庄内地方の周
辺で笹巻と同様のものが作られていたことが確認できるので（服部 2011 ）
、少なくとも同時代には庄内
地方にも現在の笹巻が存在していたのではないかと推察される。
② 灰汁を使用する笹巻のルーツ
全国で鶴岡市周辺の笹巻以外に灰汁を使用するのは、鹿児島県、長崎県、宮崎県で見られる
「あくまき」、静岡県朝比奈地方（現藤枝市）の「朝比奈ちまき」が知られている。地域分布が鶴岡
市周辺に限られることから、庄内周辺では、様々な説が流布している（ FOODIE ）。その説の一つに
西郷隆盛があくまきの製法を伝えたというものがあるが、灰汁で煮る笹巻は、
『悪作付書記』
（ 1788 ）に
すでに記されており、庄内地方には戊申戦争前にあったことがわかるため、西郷隆盛が伝えたという説
は否定される。
江頭（ 2009, 2014, 2014 ）は笹巻のルーツについて、
『斉民要術』
（ 530-550 ）にはすでに二つの粽
の製法が記載されており、それぞれの笹巻が別ルートで中国から日本に伝播されたことで白色と黄色
の笹巻の色の違いが生じたのではないか、また『延喜式』
（ 905-927 ）には「粽料糯米二石云々」とあ
り、水だけで煮る笹巻に似たものが存在したのではないかと推察している。2 種の笹巻が作られた経
緯については、まだ十分に解明できたとは言えないため、今後も調査を続ける予定である。
2）電話による調査
笹巻を作る地域の北限、南限、東限を知るため、山形県を中心に周辺の県（秋田県、岩手県、宮
城県、福島県、新潟県）の市役所・町村役場に、電話による調査を行った。名称の設問があるため、
調査では笹巻を「もち米を笹に包んで加熱したもの」と表現し、質問を行った。
その結果、図 2 および表 1 に示すように山形県では全域（ 100 ％）において食べられており、山形
県の南側の新潟県では最南端の富山県との県境にあたる糸魚川市以外の全地域（ 93 ％）におい
て、北側の秋田県では南方の 17 市町村（ 68 ％）において、宮城県では南側の 4 市町（ 17 ％）
、福島
県は山形県寄りの、主に笹が採れる山側の 27 市町村（ 46 ％）で食べられていた。表 1 に示すように、
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名称については、山形県は 100 ％笹巻と呼ばれ・秋田県・宮城県でも「笹巻」が多く用いられている
が、新潟県では「ちまき」が圧倒的で、福島県では新潟県よりの西の方では「笹巻」、会津地域の
一部では「ひし巻」、西側では「ちまき」が用いられている。
笹巻の色については、ほとんどの地域では白色あるいは少し笹の色が移っているような色をした笹巻
きであった。しかし、山形県の鶴岡市、三川町のみが木灰汁あるいは重曹を使ってゆでる製法により
黄色い笹巻を作っている。一方、村山市などの白と黄が混在する地域もあった。形については、山形
県鶴岡地域では三角形が多く酒田地域では三角形とたけのこ形が半分を占めるが、村山地域および
最上地域の一部では、たけのこ形、三角錐形、こぶし形などバラエティーに富んでいた。
（図 3 ）

図 2 笹巻を食べる地域（電話による調査結果）

図3 さまざまな笹巻の形
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表 1 電話による聞き取り調査の結果
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秋田県では南の方は三角錐が多く、その他三角形、たけのこ形が混在していた。また秋田県の
一部ではゆでずに蒸して作るというところもあった。山形県・秋田県以外はほとんどの地域で三角形と
いう回答であった。
笹の状態・結ぶ紐の素材については、ほとんどの地域では笹の採れる時期に生の笹を採ってきて、
あるいは乾燥した葉を購入して作っているところが多かったが、最近は冷凍保存したもので作るという
家庭も多かった。結ぶ素材は山形県酒田地域ではいぐさが多く、鶴岡地域ではいぐさとわらであった
が、北部である最上地域ではみのげ（みぬげ、みげ）が多く、南の置賜地域および近接している新潟
県ではすげが多かった。その他の県ではいぐさやすげが使われていた。しかし、近年はビニール紐や
たこ糸を使っているという回答も多く聞かれた。また、植物の紐を用いるが何が素材は何であるかはわ
からないという回答も多かった。
家庭で作っているか、購入して食べているかについては、笹巻（ちまき）が食されている地域では
作って食べる以外は購入して食べるという回答もあったが、新潟県、秋田県、宮城県、福島県の一部
では販売されていないという地域もあった。笹巻（ちまき）を食べる時期は、笹の採れる時期である5～7月
に食べるという地域がほとんどであり、ちょうどその頃は 5 月5日の端午の節句または月遅れの端午の節
句（ 6月5日頃）の時期に当たり食べるという地域が多かった。ほとんどの地域で、伝統的な食べ方はき
な粉に白砂糖を混ぜて食すというというパターンが多かったが、鶴岡地域では黒蜜でまぶした後に砂糖
を混ぜたきな粉をつけて食べるという回答が 100％であった。庄内地方ではきな粉の種類が青きな粉の
みという特徴があった。最近一部では納豆や砂糖じょうゆ、黒蜜をかけて食べるというところもあった。
3）アンケート用紙による調査
電話調査でおよその傾向は把握できたが、より細かい現状を知るため、
Ⅰ基礎情報、Ⅱ笹巻（ちまき）
について、Ⅲ笹巻の作り方の項目で、紙面によるアンケート調査を行った。今回は山形県のみを対象と
して報告することとし、酒田市、遊佐町、庄内町を酒田地域、鶴岡市、三川町を鶴岡地域、庄内地方
以外のその他の地域を庄内地方以外と三つに分けることにした。複数回答や回答なしの場合がある
ため、回答率の合計が100％にならない項目がある。
もち米を笹で包んで加熱したものは、庄内地方およびそれ以外の山形県でも95 ％以上で「笹巻」
と呼んでいた（図 4 ）。そのため、本報においてこれ以降はもち米を笹で包んで加熱した物を以後
「笹巻」と呼ぶことにする。
食べる時期は端午の節句の 5 月5日、月遅
れの端午の節句である6 月5日頃に食べる人
が多かった（図 5 ）。
笹巻と一緒に食べるものとしては、いずれ
の地域においても赤飯とその他という回答が
多く、その他としては餅などの表記があったこ
とから、笹巻が行事食として用いられている
裏付けとなった（図 6 ）。

図 4 もち米を笹に包んで加熱したものの名称
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図 5 笹巻を食べる時期

図6 笹巻と共に食べるもの

笹巻の入手先は回答者または家族が作るという家庭が 60 ％以上であったが、購入する家庭も多く
みられた。また、いずれの地域においても「もらう」という回答が 20～40％あり、笹巻がコミュニケーショ
ンのツールの一つとなっていることが推察される（図 7 ）。
笹巻の食べ方は、酒田地域ではきな粉に黒砂糖を混ぜたものに付けて食べることが多いが、鶴岡
地域および庄内地方以外の地域ではきな粉に白砂糖を加える場合が多かった（図 8 ）。庄内地方のき
な粉は庄内町余目で収穫される「黒神（こくじん）」という品種の青大豆であり、笹巻は黄色のきな粉で
はなくこの青大豆のきな粉で食べなければならないと聞き取りの時に話があった。現在 60 ～ 80 才代の
方が子どもの頃もきな粉は青きな粉であり、その親の時代もそうだったということから、100 年以上前から
この地方には青きな粉が流通していたと推察される。
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図 7 笹巻の入手先

図 8 笹巻の食べ方

10

また、笹巻の形は三角形が多く、遊佐町ではたけのこ形がほとんどであった（図 9）。遊佐町では昭和
50 年以前は三角形やこぶし形なども作られていたが、昭和 50 年以降に町興しや郷土食を保存すること
が考えられるようになった時に、特色のあるたけのこ形に統一したと聞いている。使用する笹の状態は生
笹、乾燥笹が多いが、冷凍笹も色が良いため使用するという回答であった（図 10）。庄内地方では、い
ずれの地域でも50％以上が乾燥笹を使用していることが、庄内地方以外の地域との大きな違いである。
乾燥笹はお湯に入れて戻す場合が多く、すぐに水に上げる家庭と湯が冷めるまでそのままにし、手で
触れられるようになってから水洗いするという家庭があった。笹を煮る時に重曹を入れるという人もみら
れた（図 11 ）。これは乾燥笹を色よく柔らかく取り扱いやすくするためと聞き取り時に伺った。また、もち
米は水に浸漬する場合が多く、灰汁や重曹を使用する場合は、米自体を灰汁や重曹水（0.2％重曹水）
に浸漬する場合と、水に浸漬した米をザルに上げてから水を切ったもち米一升に対して小さじ 1 杯～
大さじ1 杯程度混ぜる場合がみられた。
紐は電話調査の時とは異なり、酒田地域はすげを乾燥した物であった。しかし、近年はビニールの
紐を用いることも多くなったという
（図 12 ）。

図 10 使用する笹の葉の状態

図9 笹巻の形

図11 笹の葉の扱い方

図 12 紐の種類
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鶴岡市では茹で水にも灰汁や重曹を用いる場合もあったが、三川町では米に灰汁や重曹を混ぜる
が加熱時は水のみというところが多かった（図 13-16 ）。
加熱時間は図 17 にヒストグラムで示したが、庄内地方の加熱時間は庄内地方以外の地域によりも
比較的長いことがわかった。しかし、家庭ごとに加熱時間が異なることは意外な結果であった。
加熱後の笹巻は酒田地域では茹で水が冷却するまでそのまま蒸らすが、鶴岡地域の黄色い笹巻
は茹で時間終了後、ザルに上げて放冷し加熱が進むことを防止するための作業であるという
（図 18 ）。
笹巻の調理法は、実家の母親から学ぶことが多く、嫁ぎ先の義母から学ぶほか、祖母や祖母の
友人、隣人などの回答もあったが、いずれも最初に学んだ調製法を今も続けているということであった
（図 19, 20 ）。
笹巻を手作りすることは、白い笹巻の場合簡単と考えており、これからも作り続けたいと願っている
が、黄色い笹巻の鶴岡地域は、面倒と考えている人もみられた（図 21, 22 ）。
しかし、いずれの地域においても、笹巻の文化を後世に残したいという希望を持っていることも明らか
となった（図 23 ）。

図 13 もち米の方法

図 14 浸漬時に水に混入する素材

図15 笹巻の加熱方法

図 16 加熱時にゆで水に混入する素材
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図 17 笹巻の加熱時間

図18 加熱後の処理方法

図 19 笹巻調製法の伝授
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図20 現在の笹巻調製法の背景

図 21 手作り笹巻に対する考え方

図22 手作り笹巻の継続への考え方

図 23 笹巻の文化継承への考え方

4. 考

察

1）庄内地方の笹巻について
庄内地方はクマザサ類が多く生育する山林を有する地域であることから、古くから笹で食品を包む
ことや皿代わりに盛ることなどに利用されてきたと考えられる。もち米はアミロペクチンのみのでん粉構造
であるため、うるち米のような通常の炊飯は困難であり、茹でる場合は笹などで包まなければ調理は困
難だったと推察する。笹巻には生の笹の葉と共に乾燥笹を用いることが多いが、5 ～ 6 月の端午の節
句や月遅れの端午の節句の頃は生笹の葉が小さく、使用する場合は 2 枚重ねていたということである。
乾燥笹は笹巻を作る大きい葉を乾燥したものであり、作りたい時に入手・利用するには乾燥笹が便利
である。聞き取りでは乾燥笹はこれまでご高齢の方達のお小遣い稼ぎの一つとされていたということで、
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最近まで豊富に店頭に販売されていたが、笹取りをする方たちの高齢化、あるいはネット販売の影響
のためか、4～5月に店頭に並ぶ乾燥笹も少なく、高額になってきた。笹は抗菌性を有し、6月頃の食中
毒が起きやすい頃でも保存性が期待できる。
笹巻がいつの頃から食べられるようになったかは、今回の研究
では明らかにならなかった。しかし、庄内地方は米の生産地であ
り、農作業に関する神事に餅や赤飯が必要であったこと、また各
家庭でうるち米栽培の傍ら家庭で消費する分のもち米も一部栽培
されていたということから、もち米を使用する白い笹巻はかなり古
い時代から作られてきたのではないかと考えられる。
庄内町余目では、
「七つ祝い」に笹の葉を 30 枚以上使用する
大きなたけのこ巻（図 24 ）を配って元旦または 2 日にお祝いをす
るが、この文化は 100 年以上伝わっている可能性があるという
（江頭 2014 ）。この大きなたけのこ巻を使った七つ祝いは、酒田
市の八幡町および平田町、酒田市北部の遊佐町でも行われてい

図 24 七つ祝いの大きなたけのこ巻

るといわれている。
今回の研究は、元々の笹巻の文化や本来の味を守り伝えていくことを重要と考え、各種調査を行っ
た上で「簡単で嗜好性の高い笹巻調製法を提案すること」を目的としたが、笹巻の形は同じ三角形で
も、葉の表裏を使うか、使用枚数、紐のかけ方が各家庭で異なり、それに加熱時間や加熱後の処理
まで入れると、組み合わせの数は非常に多いことが明らかになった。また庄内地方は、山形県内でも
加熱時間が長く笹巻の老化を遅くすることで保存性を増すと考えられており、白い笹巻を作る地域で
も、笹巻の葉を煮る際に重曹（たっぷりの水に大さじ約 1 杯程度）を用いることで、笹の葉の緑色を鮮
やかにし、葉を軟らかく巻きやすくする改良がされていると考えられる。
笹巻の文化が衰退するというよりも、各地域の婦人会や行政の力によって、お互いの良い所を認め
合い、自らの特徴を改良しなから、新しい時代に合わせた伝承方法を模索しているように考えられた。
2）黄色い笹巻について
庄内地方の黄色い笹巻がいつ頃から食べられるようになったかは、白い笹巻とともに今回の研究で
は明らかにならなかった。しかし、
「今川家家臣掛川城主朝比奈氏の所蔵伝録」の一部に庄内地方
の黄色い笹巻に似た朝比奈家先祖密法の北ちまきの記載がある。この朝比奈ちまきは、
『鈴鹿家記』
の應永 6 年（ 1399 ）6 月 21 日の条に「長橋殿より御本所へ鯖十刺、アサイナ粽十把」とあり、宮中
近辺でもやり取りが行われていたと推察される。朝比奈ちまきは、地元に住まう朝比奈家に所蔵され
ている製法によれば、灰汁に浸けた糯米を蒸してから搗いて餅を製し、これを真菰で包んでちまき
に仕上げたものだという（岡部を恋うる会）。灰汁を使う点は鶴岡地域の笹巻と共通している。また、
『本朝食鑑』には朝比奈ちまきの製法を説明した後に田中の城主が粽を献上した旨が記されている。こ
こでいう田中城は江戸時代に田中藩の藩庁が置かれた城である。田中藩には、庄内藩を治めた酒井
家（左衛門尉家）と始祖を同じくする酒井忠利（雅楽頭家）が1601～1609 年に藩主として入城してい
たことからも、鶴岡地域の笹巻と朝比奈ちまきとには何らかのルーツがあると推察する。灰汁を使った笹
巻は、腹持ちが良く、保存性も高い。このような食品は戦の準備が必須であったその当時の武家では
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携帯食として貴重であったと考える。アルカリ性を示す灰汁や重曹を用いて糊化させた黄色い笹巻は、
白い笹巻に比べて飯の老化は極めて遅く、笹の影響もあり保存性にさらに優れ、携帯に便利な形状を
していることから、城下町であり、修験者を有する山々を持つ地域である鶴岡地域のみに黄色い笹巻
が限定して伝承され、庄内全般に広がらなかったのではないかと推察する。現在は笹巻が市販される
ようになったため、黄色い笹巻が周知されたが、最近まで酒田地域に住み黄色い笹巻の存在を知らな
い人も多かった。聞き取りの際、
「以前は黄色い笹巻を腐っていると思って、全て捨ててしまった。」と話
していた。逆に鶴岡地域では、
「白い笹巻は味が薄くて食べられない。」といい、幼い時に食べた笹巻
の味が最後まで嗜好に影響することも明らかとなった。黄色の笹巻の詳細については、今後も研究を
続けて明らかにしたいと考えている。

5 . おわりに
今回の研究は、山形県庄内地方という狭い地域で 2 種の笹巻が調製されることや形や調製法も異
なっていることへの疑問を晴らすこと、また 2004 年の調査で「知名度 100 ％であるにも関わらず、約
36％しか作られていない」
（河野・米田 2009 ）
とされたことから、貴重な郷土食である笹巻をどのように
維持し伝えていくかを知るために、現状を調査しどのように次代に伝えるかが発端であった。調査の結
果、笹巻を今でも家庭で作る家庭は二世帯、三世帯の家庭が多く、核家族では手間のかかる笹巻を
作らず購入して食べることが多いことが明らかとなり、これはこの時代としては避けられないことである
と考えた。しかし一方で、笹巻を郷土食として残していこうという試みも各地域で起こっており、山形県
北の遊佐町では、奥山京子氏を中心として『遊佐町・笹巻きサミット』
（道の駅鳥海ふらっと「ひまわりの
会郷土食研究会」）が毎年のように開催されている。他の地区でもこのような催しは活発になっており、
JA みちのく村山女性部、JA あまるめなど、JA および地域の婦人会や地域の町興しなどが積極的に
関与していることからも、笹巻の食文化はこれからも伝承されていくと考えられた。
確実に笹巻という文化を残していくには、笹巻の調製法を一つに絞らず、各家庭の作り方を DVD
等にまとめたり、動画サイトに画像を投稿して残すことでも、この貴重な食文化を次代に残すことは可能
と推察された。今回の調査では庄内地方鶴岡地区のデータ量が少ないため、今後も継続して調査を
進める予定である。
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