
読者の皆さまは山形県といえば何を思い浮かべられ
るでしょうか。筆者は平成29年7月から令和2年7月
まで山形県で勤務する機会をいただきました。この間
に、家族で大ファンになった山形の魅力を言い表すこ
とばを考えてきました。筆者にとって山形は何をおい
ても全国一の生産量を誇るさくらんぼでありました。
さらに果樹王国である山形は、さくらんぼに加えて西
洋梨の収穫量も全国1位であるほか、すいかの収穫量
は全国3位、そしてえだまめの収穫量も全国5位なの
です＊1（農水省 野菜生産出荷統計）。筆者は母の故郷
である宮城でごちそうになった、えだまめをすりつぶ
して作るずんだもちの味が忘れられなかったのです
が、山形のお団子の高品位さは想像を上回るものであ
りました。近くの直売所や大型のショッピングセン
ターで売られている「まんぷくだんご」には、あん
こ、ずんだ（ぬた）に加えてくるみ、ごま、みたらし
の5つの味の串団子が入っていて、どれも安定してす
ばらしいお味です。山形の豊かさは、最近に始まった
ことではないということに気づかされたのは、橋田壽
賀子さんが終戦直後にご親族の疎開先を訪ねたエピ
ソードを「私の履歴書」で書かれていた一文です。

「戸越銀座の伯母が、養子の実家がある山形県の左沢
に疎開していた。そこに行けば食べ物にありつけるか
もしれない（中略）。米沢から山形。そこから左沢線
に入って寒河江を通り、終点が左沢だった。（中略）
材木問屋に向かう途中は一面風にそよぐ稲穂の海だっ
た。山形にはこんなにお米がある。材木問屋に着くと
養子の姉というおばさんが（中略）きな粉にゴマ、ク
ルミ、枝豆をつぶした『ずんだ』と七色のおはぎを大

＊1） 農林水産省「野菜生産出荷統計：平成30年産」（令和元年12月）（https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/.令和2
年7月19日最終閲覧）

＊2） 橋田壽賀子氏「私の履歴書（8）」日本経済新聞朝刊 令和元年5月9日 .
＊3） イザベラ・バード著、時岡敬子訳「イザベラバードの日本紀行」（講談社学術文庫、平成20年）。Bird,Isabella L. Unbeaten Tracks in Japan. 

Originally published：London：John Murray, 1911.

皿で運んできた。私たちは息をのんだ。」＊2）私はこれ
を読んで快哉を叫びました。まさに七色。甘党の私は
山形のスーパーのお菓子売り場に行くといつも覚える
感動を言い当てていただいた思いでした。

1「完璧なエデンの園、アジアの桃源郷」
さかのぼって明治時代の山形の豊かさを伝えている

のが、イギリスの旅行作家で英国王立地理学会特別会
員であったイザベラ・バード（1904年没）です。
バードは明治11年の6月から8月にかけて東京から
函館まで3か月間の旅を家族や友人への手紙として書
き残しています。バードは旅の中で現在の国道113号
線の宇津峠を経由して現在の飯豊町に入り、川西町小
松で宿泊した後、赤湯に着いたときに望んだ米沢平野
の様子を次のように激賞しています。（山形に住む
人々の間で）特に有名であります部分を時岡敬子氏の
翻訳＊3で引用したいと思います。「米沢の平野は南に
繁栄する米沢の町があり、北には湯治客の多い温泉の
町、赤湯があって、申し分のないエデンの園（a 
perfect garden of Eden）で、『鋤ではなく画筆で耕
されて』おり、米、綿、とうもろこし、たばこ、麻、
藍、大豆、茄子、くるみ、瓜、きゅうり、柿、杏、ざ
くろをふんだんに産します。微笑みかけているような
実り豊かな地です。繁栄し、自立した東洋のアルカ
ディア（a smiling and plenteous land, an Asiatic 
Arcadia）です。十分にある土地はすべてそれを耕し、
自分たちの育てたぶどう、いちじく、ざくろの木の下
に暮らし、圧迫とは無縁─東洋的な専制のもとではめ
ずらしい光景です。（中略）美と勤勉と快適さの魅惑

山形の魅力、紅をたどって

前山形県総務部長　三浦  隆
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的な地で、山々に囲まれ、明るく陽光を反射する松川
に灌漑されています。いたるところに豊かで美しい農
村があり、彫刻を施した梁とどっしりした瓦屋根の大
きな家々が、それぞれ自分の敷地に柿やざくろの木々
に埋もれるように建っています。」バードはさらにそ
の直後、上山から山形に入った印象を「山形県はまれ
にみる繁栄した進歩的で野心的な地方だという印象を
うけています。上山を発ってすぐに入った山形平野は
人口が多く、耕地化が非常に進んでいて、広い道路は
交通量も極めて多く、裕福で開化されている（wealthy 
and civilised）ようです。」と記しています。東京か
ら函館を歩いたバードにここまで雄弁に言わしめた当
時の（今も）山形の豊かさがしのばれます。

2「奥州の商都」
このような山形の豊かさの礎の一つとなったのは、

江戸初期に質・量ともに日本一となり、最盛期には全
国の50-60％を占めた＊4とされる紅花ではなかったか
と推測されます。江戸時代後期には当時の山形は奥州
の商都と呼ばれ、紅花取引を基軸とする一大中継商業
地であったとされます＊5。最上川の舟運で山形と京都
や大阪が北前船によって深く結びつき、長谷川家をは
じめとする紅花商人たちが活躍したことも相まって、
産地が拡大されていったといわれています。

紅花からは黄色と紅色の二色を抽出することができ
ますが、そのうち99％以上が黄色、残りのわずか1％
未満が紅色です。紅色からとれるわずかな紅の原料と
なる「紅もち」の価格は「コメの百倍、金の十倍」と
うたわれるほどだったそうです。

私は山形美術館で、江戸時代の紅花製法の過程を丹
念な筆致で描いた六曲一双の見事な屏風の作品にめぐ
りあうことができました。横山崋山が紅花の産地をめ
ぐる取材旅行をはじめ、少なくとも6年以上かけて完
成させた大作で、前出の長谷川家から寄贈されたもの
です。同館主任学芸員の白幡菜穂子氏が山形新聞に寄
稿された解説によれば、右隻には種まきから花摘み、
紅餅の加工を、左隻には荷造りや出荷などが、人々の

＊4） 山形観光情報センター「心が和む紅花のみち」
＊5） 長谷川吉茂氏「長谷川家と美術コレクション」『（山）長谷川コレクション：日本美術の名品─江戸から明治まで』（山形美術館、平成30年）。
＊6） 白幡菜穂子氏「横山崋山『紅花屏風』登場人物220人 精緻に」山形新聞 平成30年12月19日、11面。
＊7） 全農ライフサポート山形ウェブサイト（https://www.z-lsy.co.jp/buisiness/fruit/.令和2年7月19日最終閲覧）
＊8） 山形県企画調整部「やまがた読本」（平成7年3月）

生活とともに活写されており、同氏が薦められている
ように単眼鏡をとおして描かれている人物の表情をい
つまでも眺めていたくなるような作品でありまし
た。＊6

3「赤い宝石」
山形の紅といえばもう一つ、冒頭にふれた全国生産

量の約70%を占め、日本一の生産量を誇るさくらん
ぼではないかと思われます。山形では「山形県の小さ
な恋人」「赤い宝石」と称されています＊7。

さくらんぼの歴史について、平成7年「やまがた読
本」によると、さくらんぼが山形県に導入されたの
は、明治9年、アメリカ、フランスなどから内務省が
輸入した苗木を山形市・米沢市等に植栽したのがその
走りといわれ、その後気候風土等が適していること
や、篤農家のたゆまぬ努力により県内に定着し普及し
てきました＊8。より詳しくは、「おいしい山形推進機構」
によれば「当時は全国で試作されたが、山形県以外で
はほとんどが失敗し、霜害・台風被害の比較的少ない
本県だけが実績をあげた。その後さくらんぼ栽培は山
形県内で普及し、官民一体となっての努力も実り、全
国生産量の約7割を占めるまでの『さくらんぼ王国』
となった」という歴史があります。

さくらんぼの中で、味も人気もナンバーワンの品種
が「佐藤錦」で、県内栽培の約7割を占めています。
そのさくらんぼの誕生について、同機構のウェブサイ
トを引用します。「佐藤錦の生みの親は、東根市の篤
農家、佐藤栄助氏（1867～1950）。氏は、さくらん
ぼの品種改良に夢をかけていた。というのも、明治時
代は『日の出』『珊瑚』『若紫』などを栽培していたが、
せっかく収穫しても日持ちが悪くて腐らせたり、出荷
の途中で傷んでしまったりと、当時は品種的に悩みが
多かったからだ。1912年、いよいよ長い試練が始
まった。栄助氏は、日持ちはよくないが味のいい『黄
玉』と、酸味は多いが固くて日持ちのいい『ナポレオ
ン』をかけ合わせてみる。この未知なるものはやがて
実を結び、氏の夢をはらみながら、すくすくと育っ
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た。そして育った果実から種をとり、それを翌年にま
いて50本ほどの苗を作り、さらにその中から葉が大
きく質の良い苗を選び抜いて植栽し、約20本を育て
た。」

佐藤錦を生んだ山形で、令和元年のさくらんぼの出
荷量は1万トン超と、実に全国の74％をしめていま
す（令和元年11月農水省作況調査）。まさに果樹王国
の名にふさわしいのではないかと思っています。

本年5月の作柄予想では平年の収穫量14千トンに
比してやや少ないとされていました。今年度も高品質
なさくらんぼで我々消費者を楽しませていただきまし
た。今後の収穫量も期待されるところです。

写真：令和元年6月のさくらんぼ狩りの様子。青空に映える赤い宝石！

4月山めのう
先に明治時代のさくらんぼの品種について珊瑚とい

う品種があったことをご紹介しましたが、そのほかに
もメノウ、こはくといった品種もあったのだそうで

＊9） 山形県「月山めのう」（https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110010/kogeihin/cate13-01.html、令和2年7月19日最終閲覧） 。
＊10） 飯田孝一氏監修『ずかん 宝石』（技術評論社、2012）。
＊11） 「ジオの視点で見る『雪旅籠の灯り』」〔西川町役場編『西川』720号4頁（平成28年）。

す。私は山形の有数の豪雪地帯である西川町でそのメ
ノウが採れ、月山メノウと呼ばれていることを知りま
した。メノウは実に多彩な色のものがありますが、筆
者は見事な赤色のものに出会うことができましたの
で、それについて若干触れたいと思います。

山形県のウェブサイトによれば、出羽三山や朝日連
峰の麓にある西川町では、昭和45年頃にメノウが発
見されました＊9。

メノウが作られる過程は次のようなものだそうで
す。地表近くで溶岩が冷えて岩石になるとき、水蒸気
やガスの気泡が溶岩の中に丸いすきまが作られます。
溶岩がすっかり冷えた後、そのすきまに地下水が入り
込み、含まれていたケイ酸（SiO2）がゆっくり沈殿
し、ミクロサイズの結晶の層ができます。これを繰り
返しながら縞模様が作られていき、その過程で不純物
が混ざるとその層に色がつくとされています＊10。

月山メノウの由来である月山について、西川町の広
報誌から少し引用いたします。月山は山形県の中央部
にあり、出羽丘陵の南部に位置する標高1,984メート
ルの火山で、隆起した出羽丘陵上に約80万年前から
30万年前に形成された火山体です。現在の鳥海山程
度の標高があった月山は南北に貫く断層の活動によっ
て崩れ落ち、西側の山体が半分以上失われました。こ
の山体崩壊により東側は緩やかな溶岩地形、西側は屏
風のような急崖という二面性を持つ現在の月山の姿が
形作られました。＊11この溶岩の中のすきまに入り込ん
だ地下水のケイ酸がメノウを形作る揺籃となったこと
は想像に難くありません。

余談となりますが、その切り立った急崖の斜面に日

（図表出所：「ジオの視点で見る『雪旅籠の灯り』」〔西川町役場編『西川』720号4頁（2016）。〕
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本海から吹き付ける湿った空気を含んだ季節風がぶつ
かることで急激に雪雲が湧き上がり、志津を含む月山
周辺に豪雪を降らせます。月山には、冬の雪の多さに
加えて夏場にも多くの雪が残るという大きな特徴があ
り、その残雪の多さは、例年7月末頃まで夏スキーを
楽しむことができる程です。

さて西川町では、製品化できる国産メノウは全国的
にもめずらしいと、地域の特産品として開発すること
を決定。平成元年に開設した「自然と匠の伝承館」内
に工房を設置、全国で唯一オリジナルアクセサリーが
作れる体験型工房となったそうです＊12。

筆者も家族とともにこの伝承館を訪れ、巧人の上野
明先生に指導していただきながらメノウのアクセサ
リーの加工を体験することができました。石を選ばせ
ていただいたあとは、カット（大割り・小割り）か
ら、グラインダーを使っての整形、磨くための取っ手
のろう付けを先生にしていただき、その後、ろくろが
セットされた台で回転する砥石でキズを消す作業を先
生の指導のもとで行いました。その後先生が2週間程、
磨き上げと穴あけをして下さいます。そのできばえは
見事なものであり、今も子供たちの胸に輝いていま
す。今年度は申込数が定員に達し、すでに締め切られ
ていますが、伝承館ではメノウ探しが体験できる夏の
特別体験もされています。

写真：カットしていただいたメノウを回転する砥石で磨く工程。こ
の真剣な表情！

＊12） 山形県・前掲注8。

写真：研磨した後のメノウ。

5結びに代えて
山形の魅力、紅をたどる拙稿はいかがでしたでしょ

うか。最後までお読みいただいた読者各位と、山形で
家族ともどもお世話になりました山形の皆さまに心か
ら感謝を申し上げますとともに、機会があればぜひと
もさくらんぼ狩りやメノウの加工などを体験していた
だき、紅色に限らず皆様のお好みの山形の色に出会っ
ていただけますことを願い、結びに代えたいと思いま
す。

写真：上野先生に前掲の写真のメノウを仕上げ加工をしていただい
たネックレスです。

追記： 本稿脱稿後の7月27日からの豪雨で河川の氾
濫や住宅や農地の浸水、断水の被害が生じてい
ることに心からお見舞いを申し上げます。一日
も早い復旧をお祈りしております。
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