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はじめに

　　菓子は歴史を内包している。現在の菓子の形は過去
の集大成であり、注意深く見ていけば重なる地層のよう
に時代が重なっている。底に敷かれたビスケット状の生
地、砂糖とともに泡立てられたスポンジ生地、間に挟ま
れたクリーム、ジャム、そして果物など、その一つ一つが、
土地の風土が生み育てた農産物や乳製品を、手作業ある
いは調理器具を介した技術を通して生み出されたもので
ある。そこには当然ながら、変容し、淘汰された部分も
ある。本論はドイツ菓子のシュヴァルツヴェルダー・キ
ルシュトルテ（Schwarzwälder Kirschtorte）を取り上げ、
この菓子に内包される地層ともいうべきものを探り、読
み取ろうという試みである。
　まず、シュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテ（本
稿では以下、SWKトルテと略記する）をとりあげた理
由についてのべておきたい。SWKトルテは、本国ドイ
ツでは、国民的伝統菓子といわれている１。材料の贅沢
さ、手の込んだ構成、いわくありげな名前と形状には、
ドイツが誇るケーキの風格がある。しかしながらSWK
トルテを伝統菓子と見なすためには、その由来がまだ十
分に明らかになっていない。そこで本論では、この菓子
の国民的人気と曖昧な出自をあわせもつ点に着目する。
　第一章ではヨーロッパ菓子界におけるドイツ菓子の特
徴とその背景を明らかにし、トルテという形状が生まれ
た経緯を明らかにする。第二章ではSWKトルテの来歴
と、初めて文献でレシピが紹介された1934年のSWKト
ルテを現在のものとを比較する。それをふまえて第三章
においてSWKトルテの変遷を考察する。なお右上の写
真は現在の標準的なSWKトルテの外観である。

第一章　�ヨーロッパ菓子におけるドイツ菓子の特徴
とその背景

　１．ヨーロッパ菓子の構成

　ヨーロッパ菓子は基本的に小麦粉を使う菓子、砂糖菓
子、冷菓、チョコレートの４つの部門に分かれている。
小麦粉を使う菓子（以下粉菓子と記す）はフランス語圏
でパティスリー（pâtisserie）と呼ばれ、パイやタルト
それにスポンジケーキなどをさす。砂糖菓子はフランス
語でコンフィズリー（confiserie）と呼ばれ、飴細工や
ヌガー、果物の飴がけ、ジャムなどを含む。冷菓（glacerie）
はアイスクリームやシャーベットである。チョコレート
は原則的に専門店（chocolatier）でのみ扱われる。
　上記の分類はフランスで形成されたものであるが、
ヨーロッパの菓子を学ぶ上での基礎となっている。この
ようにヨーロッパ菓子ではフランスのあり方が規範とさ
れることが多い。これは、フランスにおいてルイ14世統
治下の17世紀半ばから1789年のフランス革命まで、王侯
貴族の間で料理や菓子を楽しむ生活文化が発達したこと

『Sweets&Tableちいさなおもてなし』90頁より
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による。さらにフランス革命後、技術を蓄積した宮廷
料理人や菓子職人が市中に店を開いて技術が一般に広
まり、加えて19世紀初頭には美味を追求する「美味学」

（Gastronomie）２という分野が生まれ、以来「美食」が
国をあげての事業としてとり組まれているという背景が
ある。
　ドイツにおいても菓子の構成はほぼ同様な分類がみら
れるが、菓子職人はコンディトア（Konditor）と呼ばれる。
コンディトアという呼び名は、濃縮するという意味の動
詞であるドイツ語コンデンジィーレン（kondensieren）
に由来すると思われる。コンデンジィーレンは砂糖の加
工作業「煮詰める」と関連している。ドイツにおいては、
コンフェクト（Konfekt）は、フランスのコンフィズリー
と対応する砂糖菓子という意味だけではなく、小さなお
菓子やクッキーなどの総称である。砂糖菓子には、別に
プラリーネ（Praline）またはフォンダント（Fondant）
という呼び名がある。このことから、ドイツでは菓子職
人は、砂糖が本格的に製菓に使われるようになって、クッ
キーなどの小さな菓子の製造法が確立した後の18世紀頃
に命名された職業ということが推察できる。

　２．ドイツ菓子の華・トルテ

　ヨーロッパ菓子はまた次のように四つに分類すること
ができる。一つは宗教にまつわる菓子である３。これは
主にキリスト教会の行事や教会の儀式に関連するもの
で、中世のカトリック教会で作られるようになったもの
が多い。二つ目は宮廷文化で育まれた菓子である４。17
世紀以降、王侯貴族に仕えた菓子職人または料理職人が
作りあげたものである。三つ目は特定の地方に伝わる菓
子である５。これはその地方の昔話にまつわるものや、
その土地の特産品が使われているお菓子である。四つ目
は中世から市中の一般民衆が食べてきたパンや菓子であ
る。これらは民衆のためのパンや菓子を作る職人たちが
作る菓子である。本論ではこれらを民衆のお菓子と呼ぶ。
　17世紀以降、菓子はフランスの宮廷文化の中で洗練さ
れ、ヨーロッパの他国はそれを見習う形で発展してきた
が、ながく領邦国家であったドイツはその流れに乗り遅
れたため、宮廷菓子の流れをくむ菓子はあまりみられな
い。しかしながら、ドイツは民衆のためのパンを作るパ
ン職人の組合であるギルドの存在が大きく、ここから粉
菓子が生まれ、砂糖菓子と結びついて菓子が発達した。
したがって、ドイツ菓子にあっては宮廷菓子の存在は薄
く、宗教菓子、地方菓子、民衆菓子が多く見られる。ド
イツが統一された1871年の一年前に菓子職人カール・ク
ラックハルト（Karl Klackhart）が出版した『製菓全書』
は、フランスの製菓技術を模倣する菓子後進国だったド

イツにおいて独自の菓子文化について書かれた最初の文
献とされる６。フランス菓子の模倣から自由になる過程
でドイツ語圏の国すなわちドイツ、オーストリア、スイ
スでトルテという菓子が生まれた。トルテはジャムやク
リームをはさんだ丸いデコレーションケーキをさす。こ
れはフランス菓子のタルト（tarte）のバリエーション
といえる。タルトは皿状に焼いた練り粉生地に、果物や
クリームを詰めて焼く菓子である。その後トルテはタル
トと同種の練り粉生地にスポンジ生地をのせ、その間に
クリームやジャムをはさみデコレーションするという形
式に変化した。
　クラックハルトの『製菓全書』以降、ドイツでは、製
菓技術に化学的な分析や厳密な数値による配合といった
要素が取り入れられていく。また20 世紀初頭に生まれ
た機能的でシンプルなモダンデザイン７は、菓子のデコ
レーションにも影響を及ぼす。円形のケーキが予め切り
分けることを前提として、中心点から放物線状に規則正
しくくりかえされるデコレーションは、ドイツ菓子なら
ではの端正な美しさがある。このような変遷を経てドイ
ツ菓子は1920年代に完成されたと考えられる。
　ちなみに日本の製菓業界ではドイツ菓子を、クリーム
をあわせた菓子が多いフランス菓子に対して、粉生地の
味わいを重視したものとしてと評価する。ヨーロッパの
菓子の分類でみてきたように、フランス菓子の主要部門
のパティスリーは料理から分化したものである。フラン
ス菓子では人数分に切り分けて食べる大きめの生菓子の
ことをアントルメ（entremets）８と呼ぶが、これは17世
紀の宮廷での宴会の献立の名残であり、菓子が食事のデ
ザートとしての位置づけで発展したことの現れである。
クリームをあわせた華麗なフランス菓子に比べ、見かけ
が地味なドイツ菓子にあって、トルテは華ともいうべき
存在である。実際ドイツの菓子店に入ると、冷蔵ショー
ケースに並ぶ、整然とデコレーションされたトルテに目
を奪われる。SWKトルテは、この中にあってひときわ
目を引く存在である。

第二章　SWKトルテの成立

　１．SWKトルテの成立過程

　SWKトルテの成立について明確に言及された書物は
筆者が知る限り、現在では見当たらない。目下のところ
はウィキペディアでの紹介が、最も詳しいというのが現
状である。ここで2015年５月16日付けのウィキペディア
のSWKトルテについてのドイツ語の記事（筆者訳）の
抜粋を紹介する。
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　シュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテ

　 シュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテは（スイ
スにおいてはシュヴァルツヴェルダートルテ）は生
クリームトルテで、1930年以来とりわけドイツで広
まり、時代の流れにつれて最も好まれるドイツのト
ルテとなった。今日これはドイツの古典的なトル
テとみなされ、世界中で有名である。主要な構成
要素は、キルシュヴァッサーで香りづけされたチョ
コレートビスキュイの土台と香りづけされたキル
シュの詰め物、生クリーム、さくらんぼ、並びに飾
りとしての削りチョコレートである。正確な起源は
はっきりとせず、必ずしもシュヴァルツヴァルトで
見つけられるわけではない。

　名前

　 （異論はあるとしても）シュヴァルツヴァルト地方
からでたという当然と思われる由来に加え、名前の
由来についての見解がが三つ存在する。第一に黒い
削りチョコレートがシュヴァルツヴェルダー（黒い
森：筆者注）キルシュトルテという名前につながっ
たのかもしれない。なぜならこれらが黒い森を思い
出させるからである。第二に、添加されるキルシュ
ヴァッサーがこの名前につながったのかもしれな
い。なぜなら、それらはとりわけシュヴァルツヴァ
ルト地方で製造されているからである。第三に“シュ
ヴァルツヴァルトトルテ” という名前の菓子がすで
に存在していた可能性がある。しかしながらそれ
は、おそらくシュヴァルツヴァルト地方ではなくて
スイス生まれであろう。

　歴史

　 さくらんぼ、生クリームそしてキルシュヴァッサー
の取り合わせは、実際すでに場合によっては19世紀
において南シュヴァルツヴァルト地方では知られ
ていたが、しかしそれはトルテの形ではなく、デ
ザートとしてであった。すなわち、さくらんぼのコ
ンポートが生クリームとともに提供され、ときには
キルシュヴァッサーがつけ加えられ、シュヴァルツ
ヴァルトトルテが先駆的な存在であったかもしれ
ない。それはビスキュイ、さくらんぼ、そしてくる
みで製造されていて、しばしばまたキルシュヴァッ
サーなしの生クリームととりあわされていた。これ

はしかしおそらくスイスから由来したものだろう。

　 お菓子職人ヨーゲフ・ケラーは、トルテを1915年に、
今日は存在しない、バートゴーデスベルクにあった

『カフェ・アグナー』において考案したと主張して
いる。このことはしかしながら明確に証明できな
い。これもまた、ひとつの先駆的な存在であったと
思われる。というのは、彼のトルテはひとつの層と
ミュルべタイクだけしか持っていなかったからだ。
しかしケラーは、さくらんぼ、生クリーム、チョ
コレートの取り合わせとキルシュヴァッサーでの
生クリームの香りづけを発明したと主張している。
ケラーは1927年に初めてこのレシピを書き留めた。

　
　 テュービンゲンの市公文書保管所係員のウド・ラウ

ヒのこれまでの調査によれば、テュービンゲン在住
でマイスターの資格を持つ菓子職人、エドヴィン・
ヒルデンブラントがシュヴァルツヴェルダー・キ
ルシュトルテを1930年の春にテュービンゲンの『カ
フェ・ヴェルツ』において作りだしたということを
より多くの情況証拠によって指摘している。

　 1934年にシュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテ
は、初めて文字として言及された。（『250の菓子店—
その名物とそれがいかに生まれたか』J.M.エーリッ
ヒ・ヴェーバー、ラーデボイル1934年）このレシ
ピはチョコレートの土台ではなく、キルシュヴァッ
サーと砂糖で湿らせた一枚のくるみ生地の土台を
重ねる前に、縁いっぱいのキルシュマーマレードを
のせたヘーゼルナッツミュルべタイクの土台を確
認する。その上に２周の環状のバタークリームとひ
と山のキルシュクリームザーネ（卵、砂糖、ミルク、
ゼラチン、生クリーム、アーモンド、とろみをつけ
た酸っぱいさくらんぼ）が置かれる。最後にすべて
は、もうひとつの層であるくるみ生地の土台で覆わ
れた。丸く膨らんだ表面は現在と同じように　削り
チョコレートとともに生クリームからで来ており、
粉砂糖がふりかけられた。1930年代にこのトルテは
ドイツ、オーストリアそしてスイスの大都市の名の
あるお菓子店においてと同じく、特にベルリンにお
いて知られるようになった。それより前に生クリー
ムのトルテの普及はほとんど不可能であった。とい
うのは保管のための電気冷蔵庫がほとんどなかっ
たからである。1949年にシュヴァルツヴェルダー・
キルシュトルテはまさにドイツでよく知られてい
たトルテの13番目に位置していた。
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　 その後しかしながらこのトルテの知名度は急速に広
まった。今日これはドイツで最もよく知れわたり、
好まれているトルテで、ほぼ世界中のあらゆるとこ
ろで知られている。しかしながら少なくとも、多く
の国では個々の組み合わせをその土地特有の添加物
で代えたり、またはアルコールが省略されたりし
ている。2006年以来スイスのトートナウの一地方の
トートナウベルクにおいては、２年ごとにシュヴァ
ルツヴェルダー・キルシュトルテ祭りが行われてい
る。その際にはプロとアマチュアのふたつのコン
クールにおいて、手作りのシュヴァルツヴェルダー・
キルシュトルテが相対する。

　以上の内容から、SWKトルテの出自がシュヴァルツ
ヴァルト地方とは断定できないことが分かる。むしろス
イスで作られ始めたのではないかとされる。さくらんぼ、
生クリーム、キルシュヴァッサーの組み合わせのデザー
トが南シュヴァルツヴァルト地方にあり、一方スイスに
は「シュヴァルツヴェルダー・トルテ」という名の先駆
的なトルテがあった。これが融合して、さくらんぼ、生
クリーム、キルシュヴァッサーを使ったトルテとなり、
チョコレートを加えた現在の構成要素が確立したのは、
ドイツにおいて1927年のケラー、または1930年のヒルデ
ンブラントあたりからであるされる。次に初めて書物
で紹介されたという1934年出版の『250の菓子店・その
名物とそれがいかに生まれたか』（本稿では以下、『250
の菓子店』と略記する）におけるSWKトルテと現在の
SWKトルテを比較してみる。

　２．1934年のSWKトルテ

　1934年に出版された『250の菓子店』に紹介されてい
るSWKトルテの構成は以下のとおりである。（同書58頁
より）

 
　 土台：キルシュのコンポートでヘーゼルナッツのミュ

ルべタイクをぬる。その上にくるみの生地を置き、
キルシュとシロップを混ぜたもので同じものにぬる。

　 詰めもの：このようにして作られた２つの土台の上
にチョコレートバタークリームを２つの円に絞りだ
し、上からキルシュ入りの生クリームをぬる。

　 飾り：これが、くるみ生地の１枚をかぶせられ、そ
の上にトルテ型をおき、トルテを冷やし固める。そ
の後全体に生クリームがぬられ、削りチョコレート
がふりかけられ、軽く粉砂糖をふりかけられる。

　構成を下から順に整理すると以下のようになる。
１．ヘーゼルナッツ入りミュルべタイク
２．キルシュのジャム
３．くるみ入りスポンジ生地
４．チョコレートバタークリーム
５．キルシュヴァッサー入り生クリーム
６．くるみ入りスポンジ生地
７．キルシュ入り生クリーム
８．削りチョコレート
９．粉砂糖

　上記の構成の図　

　３．現在のSWKトルテ

　現在の標準的なSWKトルテとしては『ドイツ菓子大
全』（柴田書店）に掲載されているものを取りあげる。
この書の技術監修者である安藤明氏は1978年にドイツ、
ヴォルフェンヴュッテルにて製菓マイスターを取得した
菓子職人である。ここで紹介されたSWKトルテは以下
のようになっている。（同書137頁より）
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　 土台：ヴィーナーマッセ・ショコラーデ（チョコレー
ト風味のスポンジ生地）

　 詰め物：キルシュコンポートとキルシュヴァッサー
入りの生クリーム

　飾り：削りチョコレート、さくらんぼのコンポート

　構成を下から順に整理すると以下のようになる。
１．チョコレート風味のスポンジ生地
２．さくらんぼのコンポート
３．キルシュヴァッサー入り生クリーム
４．チョコレート風味のスポンジ生地
５．キルシュヴァッサー入り生クリーム
６．チョコレート風味のスポンジ生地
７．キルシュヴァッサー入り生クリーム
８．削りチョコレート
９．さんらんぼのコンポート

　上記の構成の図

　４．1934年度版と1980年以降版の違い

　1934年度版から1980年度版にいたるまでの変遷は以下
に集約することができる。
　１． ヘーゼルナッツ、くるみなどのナッツを使わなく

なったこと。
　２． ミュルベタイク（底の練り粉生地）が省略された

こと。
　３． チョコレートバタークリームがなくなり、キルシュ

入り生クリームだけになったこと。
　４． スポンジ生地がくるみ入りからチョコレート風味

に変わったこと。
　５． ドーム型が低い円柱型になったこと。
　６． 表面にキルシュを飾るようになったこと。

　１のヘーゼルナッツ、くるみの省略は、４のスポンジ
生地がチョコレート風味になることとの入れ替わりとな
る。チョコレートが材料に使われるようになったことは
重要な要素であるが、チョコレートを強調するために、
ナッツ類を使わなくなったと考えられる。２のミュルベ
タイクの省略は、完全になくなったわけではない。1980

年ごろから進んでいるもので、店によってはミュルベタ
イク有りを作り続けているところもある。３のバターク
リームが生クリームに変わったことは、冷蔵庫の普及と
呼応する。バタークリームは常温でショーケースに並べ
ておくことができるため、1960年代までクリームの主流
だったが、冷蔵ケースの普及とともに、泡立てた生クリー
ムに変わっていった。泡立てた生クリームは、バターク
リームよりも口あたりが軽く、現在では人々に好まれる
ため、ヨーロッパ菓子全体でこの傾向が進んでいる。
４は１でも述べたように、SWKトルテにおけるチョコ
レートの役割がより重要になったことをあらわす。５に
ついては、『250の菓子店』に掲載されているトルテ全33
点のうちドーム型はSWKトルテを含む4点であるので、
SWKトルテが他店でも作られるようになるに連れて、
他のトルテの形状にそろえられるようになったと思われ
る。６については、キルシュの材料であるさくらんぼが
強調されるようになったことと、デコレーションに手を
かけるようになったことが考えられる。
　以上から読み取れることは、SWKトルテにおいて
1934年以来変わらぬものは、キルシュヴァッアーのみと
いうことである。キルシュヴァッサーはさくらんぼを種
ごと使って作られる蒸留酒で、シュヴァルツバルト地方
の特産品である。

第三章　SWKトルテの変遷の意味

　１．�ヘーゼルナッツ、くるみからチョコレートへ
　　　―脱スイスと全ドイツ化―

　SWKトルテがスイスのシュヴァルツヴェルダートル
テを原形とし、さくらんぼのコンポートに生クリームと
キルシュヴァッサーを効かせたデザートを加味したもの
となったのは20世紀初頭である。ウィキペディアによる
と1915年に菓子職人ヨセフ・ケラーが考案したとも、あ
るいは1930年にテュービンゲンの菓子職人エドヴィン・
ヒルデンブラントが考案したとされ、そして初めて書物
で紹介されたのは1934年である。
　現在のSWKトルテの完成には、チョコレートという
材料の登場が欠かせない。チョコレートが材料に加味さ
れることが「シュヴァツルヴェルダートルテ」から「シュ
ヴァルツヴェルダーキルシュ・トルテ」への移行の決定
的な要因である。チョコレートは16世紀にヨーロッパに
もたらされて以来、長らく飲みものであった。同時期に
ヨーロッパにもたらされたコーヒー、紅茶が18世紀後半
から大衆化が進むのに比べて、チョコレートは高級品と
して留まっていた９。これは飲みものにする過程に手間
がかかったことも要因であったが、1828年にオランダに
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おいて溶かすだけで飲みものとなるカカオパウダーが発
明され、チョコレートは広く飲まれるようになった。続
いて1847年にイギリスで固形チョコレートが製造される
ようになって、輸送、加工が容易になり、高級食材とし
て菓子にも利用されるようになる10。つまり、SWKトル
テにチョコレートを使うことは、地方菓子から宮廷菓子
の流れを組む菓子職人の菓子に変貌したことを意味する。
　1934年の製法や構成をみると、チョコレート風味のバ
タークリームの分量は少なく、キルシュ風味の生クリー
ムだけの単調さを避ける添えもののような使い方であ
る。それが1980年以降のものは、土台となるスポンジ生
地に使われるようになる。SWKトルテのチョコレート
風味のスポンジ生地（Schokoladenmasse）は、カカオ
の分量の指定が重要である。添え物としての役割はむし
ろさくらんぼのコンポートが担っている。このことは、
添えものであった外来のチョコレートが主な材料になっ
たことを意味する。
　さらに重要なのは、削ったチョコレートを表面に散ら
すというデコレーションである。ウィキペディアでの指
摘もあるように、このデコレーションが名前の由来と
なったとする説がある。SWKトルテの原形であるデザー
トとトルテの核となる材料は、キルシュヴァッサーで
あったが、リキュールは風味はあるが目には見えない。
削ったチョコレートで黒い森を連想させるという発想に
は、シュヴァルツヴァルト地方の地元住民にはない、シュ
ヴァルツヴァルトを外から見る視点があり、さらに地元
以外の人にシュヴァルツヴァルトをアピールする意図が
あったと考えられる。高級食材のチョコレートを用いる
ようになったSWKトルテは、ヘーゼルナッツとくるみ
を排することでスイス色を脱し、チョコレートを加味す
ることで地方菓子から全ドイツ菓子化したことになる。
次にSWKトルテをさらに変貌させるのは、以下に述べ
るようにさくらんぼのコンポート11である。

　２．�さくらんぼのデコレーション
　　　―「ロマンティックなおとぎの国的ドイツ化」―

　ドイツの代表的な観光地にロマンティック街道があ
る。ヴュルツブルクからフュッセンまで全長約370キロ
メートルの街道にある街には、城壁に囲まれた中世の街
並を残す建物が残り、おとぎ話に出てくるような城12の
散策をも楽しむことができる。しかしながら、ロマン
ティック街道は第二次世界大戦後、アメリカ人が好んで
旅行に訪れるようになったため、1950年頃に街道として
整備された地域である。いわば中世の面影を残す、ロマ
ンティックな街並ドイツを編集したものである。
　モダンデザインの影響下にあった1934年のSWKトル

テのデコレーションは、細く長いシャープな削りチョコ
レートが一面にちらしてあるだけである。それが次第に、
表面に薔薇模様に生クリームを絞ってさくらんぼのコン
ポートを飾るようになっていく。現在のSWKトルテに
は、モダンデザインの影響はもはやなくなり、むしろお
とぎ話の絵本の挿絵のようなロマンティックな雰囲気が
ある。キルシュヴァッサーの原材料であるさくらんぼの
コンポートを飾ることで、シュヴァルツヴァルトの地方
性を強調した。これはSWKトルテのシュヴァルツヴァ
ルト地方への回帰であるとともに中世の面影を残す、お
とぎの国的ドイツ化であると思われる。
　SWKトルテは、伝統のドイツ菓子のひとつといわれ
ている。しかしながらドイツ菓子自体がフランス菓子の
模倣から自由になったのが1870年以降であり、完成期は
1920年代とされる。SWKトルテが全ドイツ的に広まっ
たのが1934年以降であるから、伝統菓子とするには若す
ぎるのではないか。しかも、外来の材料チョコレートを
取り入れるという更新をへて地方菓子から全ドイツ的な
菓子となり、シュヴァルツヴァルトという地方性はその
チョコレートで表現されるようになった。さらに第二次
世界大戦後には、シュヴァルツヴァルトのさくらんぼを
デコレーションに使うようになり、地方性が強調されて
おとぎの国ドイツ的雰囲気が強調された。SWKトルテ
を伝統菓子とする背景には、イギリスの歴史家エリック・
ホブズボウムが指摘するところの「創られた伝統」に通
ずる文脈を読み取ることができる。

おわりに

　SWKトルテが意図的に伝統の菓子に仕立てあげられ
た菓子であったというのではない。
　「歌は世につれ、世は歌につれ」ではないが、世の流
れや要求に従って国民的伝統菓子という地位にたどり着
いたと思われる。SWKトルテの根幹をなす、さくらんぼ、
キルシュヴァッサー、チョコレートというとり合わせは
ドイツ国内ばかりではなく、フランス、ベルギー、イギ
リス、アメリカで広く知られ、ヨーロッパ菓子の材料合
わせの基本のひとつとなっている。これはこの３つの組
み合わせが織りなす味わいが、ドイツを超えた説得力を
もつことの証である。また、シュヴァルツヴァルト（黒
い森）という存在と言葉がドイツ人にとって特別の郷愁
をおこさせるものであり、その名をもつことと、その景
色を映したというSWKトルテのデコレーションがその
心情に絶妙に訴えるものであることもSWKトルテの人
気の要因であろう。これはドイツ人以外のヨーロッパ人、
そして日本人にもおとぎの国ドイツ的なものとして魅力
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的に映る。地方菓子が全ドイツ的な菓子、さらには国際
的な菓子、おとぎの国ドイツ的な菓子を体現する存在と
なった背景には「創られた伝統」の文脈があることはい
なめない。しかしながら菓子は食べ手の支持があって生
き残っていくものであって、SWKトルテのもつ味わい
と姿を損なうものではない。むしろSWKトルテの行方
が、これからドイツが文化をどう発信していくかの前ぶ
れとなるかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　 押尾愛子著『お菓子の国から』（青玄社1987年）51頁、

安藤明技術監修『ドイツ菓子大全』（柴田書店2012年）
137頁、辻製菓専門学校監修　長森昭雄・大葉浩男著

『ドイツ菓子・ウィーン菓子　基本の技法と伝統のス
タイル』（学研教育出版2015年）58頁などにこのよう
な評価がある。

２　 ブリア・サヴァラン（Brillat Savarin）が1826年に出版
した『味覚の生理学』（physiologie du Gout）において
提唱された概念で、生理学から料理理論、食べ方の
作法まで語られている。『美味礼賛』の上下巻がある。
関根英雄・戸部松美訳（岩波文庫1967年）

３　 教会や修道院は祝祭日や年中行事のためのパンや菓
子を必要としていた。僧侶のパン、メンヒブロート”
Mönchbrot” や、修道院の平焼きパン、クロスターフ
ラーデン”Klosterfladen”などの呼び名が残っている。

４　 1653年に出版されたラ・ヴァレンヌによる『フランス
の菓子職人』（La Pastissier François）がフランス宮廷
菓子の最初の本とされる。

５　 逸話とともに残っている菓子が多い。例をあげる
と、マイセンのマイスナー・フンメル（Meissner 
Fummel）、 ロ ー デ ン ブ ル ク の シ ュ ネ ー バ レ ン

（Schneeballen）など。
６　 クラックハルトは1837年にヴァルメスキルヒェに生

まれ、14歳で菓子職人となり、ヨーロッパ各地の宮
廷や菓子店、さらにアメリカでも働いた経験を持つ。
彼の本は分量と製法を明確に記したドイツ最初の専
門書といわれる。

７　 1919年、ワイマールに設立されたデザインの教育機
関バウハウスは、近代工業生産にふさわしい機能性
と造形性を統合したモダンデザインを提唱した。そ
の範囲は建築から生活小物におよぶ。

８　 元々は18世紀の宮廷での宴会料理においての余興を
さす言葉にあったが、後に肉料理とデザートの間に
出される小さめの料理を意味するようになり、現在
では甘味全体をさす。現在では、フランス菓子にお
いて小さな菓子をプチ・ガトー、切り分けて食べる大

きめの菓子をアントルメと呼ぶ。
９　 チョコレートは1528年にフェルナン・コルテスがア

ステカから持ち帰り、カルロス１世に献上してスペ
インに入った。1580年代にスペインで薬効のある高
級な飲料として飲まれるようになり、続いてイタリ
ア、フランダース、イギリスで飲まれるようになる。
イギリスでは1650年にコーヒーハウスができ、1656
年にはチョコレートハウスができたが、チョコレー
トハウスはコーヒーハウスより、貴族的な店という
位置づけだった。それはそのままチョコレートとコー
ヒーの値段の差であった。当時、コーヒー１ポンド
は７シリングだったが、チョコレートは10~15シリ
ングだったという。『チョコレート百科』（東洋経済新
報社1983年）15~16頁。『チョコレートの文化誌』（世
界思想社2004年）181頁

10　 有名なウィーンのチョコレート菓子ザッハートルテ
（Sachertorte）は、1814年あるいは1832年に創作さ
れたとされる。

11　 さくらんぼはシュヴァルツヴァルト地方の特産品
で、黒いものと赤いものがある。黒いさくらんぼは
生のまま食べられるが、赤い方は酸っぱく、サワー
チェリーと呼ばれて、コンポートにしたり、キルシュ
ヴァッサーの原料に使われる。

12　 ロマンティック街道の終点にあるシュヴァーベンの
ノイシュヴァンシュタイン城は、カリフォルニアに
あるディズニーランドの「眠れる森の美女」のモデル
となったことは、よく知られているところである。
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A study of German Cake Culture “Schwalzwälder Kirschtorte”

Yuko MIURA

　Schwalzwälderkirschtorte or Blackforest Cake is the most popular cake in Germany. Seemingly a 
traditional cake, its actual history is somewhat more complicated, as its origin and development are 
not clear. This paper attempts to clarify aspects of German cake culture by researching the historical 
changes of the Blackforest cake.
　The first chapter examines the history of German cakes and specifically the “torte,” which is one type 
of cake in the German speaking world of Germany, Austria and part of Switzerland. The recipe for the 
Blackforest Cake first appeared in “250 Konditorei-Spezialitäten und wie sie entstehen,” which was pub-
lished in Germany in 1934. The second chapter compares and highlights the differences between the 
Blackforest cake of 1934 and its present-day form. The third chapter considers the broader implications 
of what changes to the Blackforest Cake may mean.
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