
暫定版につき、腰人的な使用にすること    足利工業大学附属高等科学校研究紀要 2009年用 2007/06/18 
炭焼きの昼食に美味(おい)しい料理を作って食べよう 

(第 4回 ドイツのバウムクーヘン作りに挑戦してみよう)                  岩﨑 眞理†   Masato IWASAKI  
 はじめにはじめにはじめにはじめに     このシリーズを作るにあたり児童生徒が料理を作れることを主眼として、それぞれの料理を 3 年以上試行錯誤しながら料理実験を行い炭焼き教室の、お昼の食事として楽しく誰でも間違いなく美味(おい)しい料理が作れるようにマニュアルを作成したものである。内容については出来るだけ児童生徒が導入しやすいように平易でかつ解りやすいように、その始まりや、歴史的背景や科学的文献を最初に書き、それから料理の作成方法などをまとめたものである。(読者層の幅が広い為に論文の文体が変則であることをお許し願いたい。) 
 

1.1.1.1. バウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンのののの歴史歴史歴史歴史とととと安全作業安全作業安全作業安全作業とととと使用工具使用工具使用工具使用工具についてについてについてについて    

 

1.1 1.1 1.1 1.1 バウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンのののの歴史歴史歴史歴史    バウムクーヘン(Baumkuchen)はドイツ語でバウムは木でクーヘンは菓子ですから木の菓子となります。バウムクーヘンは丸くした木の棒に粉で溶いたケーキの生地を木に薄く巻きつけて焚き火等であぶって奇麗な焦げ目を付けます。そして、これを幾重にも重ね合わせることにより丸い木の柱になるように作ったものです。この木のケーキを輪切りにすると木の年輪の紋様が現れます。このバウムクーヘンの基になったのは人気の高いマルツィーパン(Marzipan)でよくマジパンと呼ばれています。この生地を棒に巻きつけて焼いたのがバウムクーヘンの元になっています。そして人類が火を使い始めた頃から、食料などを棒につけて、焚き火などにかざして焼いていたのを応用したものと考えられます。そして古代ギリシャ(紀元前100年頃)では棒にパン生地を巻いて焚き火などの直火で焼いていました。この焼き方がバウムクーヘンの基礎となりました。その後1500年の時を過ぎ14～15世紀になると菓子の製法が入ってきました。これは小麦粉にバターを代表とする動物油やひまわりなどの植物油、甘みの蜂蜜、こくと美味しさの鶏卵、そしてヨーロッパでは大航 海時代が始まり、アフリカやアジア地域までの貿易の拡大により海外より輸入された香り付けの香辛料などが入り、これらを混ぜ合わせて同じく木に巻きつけて焼き新しい世界を作り始めました。この菓子は現代のものに大分近づきました。そしてドイツでは17～18 
                                                                               †足利工業大学電気電子工学科非常勤講師 附属高等学校電気科  



世紀になると当時は大変貴重であった砂糖が取り入れられました。この砂糖は南太平洋の島々からインドに渡り、そしてアレクサンダー大王の東方遠征でのインドでのサトウキビの記述があり、その後11世紀の終わりより十字軍が持ち帰り、暖かい地中海沿岸で栽培されました。寒冷地での砂糖大根からの砂糖の取り出し技術は1747年にドイツの化学者が見つけました。またナポレオンがこの砂糖大根に注目しヨーロッパに広めました。そして卵白の泡立て器の製造技術や、機械焼き器の製造技術の進歩がありました。そしてドイツの職人(マイスター達)の努力によりいっそうの料理技術の磨きがかけられ現在のバウムクーヘンが出来上がりました。また木の棒にはカシの木の丸棒が使われた等の記録もあるそうです。マイスターになるには、まず見習い制度(ゲゼレ)の3年間から始まるコースで週に2度専門学校で技術と学科を勉強しながら工場でマイスターから全部門の手ほどきを受け、3年後にゲゼレの試験を受け合格すると職人の資格が持てる。その後5年間腕を磨き、マイスターの学校への入学資格を得る。マイスターの学校を卒業するとマイスター試験を受ける資格が出来、合格すると、初めて独立して店を経営できる。このように厳しい修行の連続により、マイスターとしての誇りを持つことになる。日本ではあまり考えられないことです。 
 

1.2 1.2 1.2 1.2 安全安全安全安全にににに作業作業作業作業をををを進進進進めるためにめるためにめるためにめるために    

  作業の前に注意をしなければならない事柄を書きますので、よく読んで安全に作業を行ってください。最初に熱源の炭焼きや料理道具を作ることから始めますので安全を考えて、怪我をしないように最低限守ることを書いておきます。また子供たちが作業出来ないところは保護者が手伝いをしてください。危険防止の項目を書き上げますので十分な確認と配慮をしてください。作業用の帽子を着用すること、必要に応じてヘルメットを使用します。電工ナイフやナタなどによって手を切らないような手袋の着用、熱を使うところは皮手袋の着用、目の保護のための安全防護メガネの着用、細かなものが顔に当たっても安全な保護マスクの着用、道具を作るときの長袖とズボンの難燃性の作業着、物が足に落ちた時の安全作業靴の着用、危険な作業道具の使い方の確認、全体の作業手順を良く覚え周りの状況を確認してから仕事に取り掛かること。整理整頓を常に心掛けること。必要事項は必ずメモを取っておくこと。そして仕事に入る前に準備体操を行い、体を軟らかくしておくこと。団体で講習するときは必ず保険の加入もしておきましょう。 
 

1.3 1.3 1.3 1.3 使用工具使用工具使用工具使用工具についてについてについてについて    
  かなづち、金きりハサミ、プライヤー、厚手のナイフ(ニブラーでも可)、スケール  マジック、ヤスリ、焚き火用燃料、水の入ったバケツ、消火器、ガスバーナー  筆記用具、ノコギリ、電気ドリル、ドライバー、その他必要とする工具 



 シャベル、ブロック、炭焼きの材料、炭焼き窯 
 

2.2.2.2.バウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンをををを焼焼焼焼くためのくためのくためのくための窯窯窯窯をををを作作作作りますりますりますります。。。。    
 

2. 1 洗剤・てんぷら油・しょう油などの18ℓのスチール角缶を用意します。(写真1)   (缶の中は奇麗に洗っておきます。) 
2. 2 缶の上面の三面の隅を電工ナイフや金切はさみなどで切り開きます。(写真2,3)   (手袋を着用して安全にケガの無いように行う。) 
2. 3 底面は6～10φの穴をドリルやパンチングで均等に25個開けます。(写真4) 
(電気ドリルの取り扱いには両手で持つこと。) 

2. 4 缶を上向きにし、蓋の折り目が後ろ側になるようにします。スチール缶の両横の真ん中に上から6cm程の切れ目を入れる。(写真5)   (スケールで測り印を付けておくこと。) 
2. 5 切れ目の上から両側6cmのところに印をつけたら切れ目の下と印をつけた所を結んで外側にペンチなどで折り曲げます。もう片方も折り曲げます。そうすると両側でちょうど90度の開きとなります。(写真6)   (折り曲げるときに角材を当てて、最初手で曲げると奇麗に出来ます。) 
2. 6 表面処理が出来たならばスチール缶の縁を金槌(かなづち)で叩いて角で手が切れないように処理をします。蓋(フタ)の横もヤスリなどで角を取って丸めて安全にします。   (下にブロックや板を置いてその上で作業すると良い。) (写真7) 
2. 7 缶の内側と外側には中の液体の保護のためと鉄板の保護の為に表面にコーティング処理を施してありますので、焚き火をして、その中に缶を入れて、表面のコーティングを焼くかプロパンバーナー等で高熱処理をして除くと良いと思います。(写真8) 
2. 8 重量ブロックを3個と缶の手前側に使う固定用の棒等(30cm)を2本用意します。軽量ブロックでは軽すぎて焼いているときに動くことがあるので使用不可です。(写真9) 
2. 9 直径3cmで長さ30cmほどの棒と家庭にある料理用のアルミ箔を用意します。(写真10)   (丸棒は軽い材質のほうが使いやすい。) 
2.10 上記の2.9の棒は手で回す方向にアルミ箔を巻きつけます。(写真11)   (自分の利き手を考えて、頭の中でトレーニングをして決めます。) 
 

3.3.3.3.バウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンのののの材料材料材料材料のののの用意用意用意用意    

 

3.13.13.13.1    料理道具料理道具料理道具料理道具のののの用意用意用意用意    
   ステンレスボール3個、木のしゃもじ又はヘラ、泡立て器2個、お玉1個、キッチンはかり、粉ふるい、あれば卵黄の分離器、鍋、ゴミ箱、キッチンペーパー、ティシュペー



パー、ごみ袋、ケーキ用包丁、まな板、お皿、こんろ、炭はさみ、焚き火の材、プロパンガスバーナー等、携帯ガスコンロ、クレンザー、携帯テーブル、手洗い用水筒 
    (写真12) 
  3.2 3.2 3.2 3.2 ケーキケーキケーキケーキのののの材料材料材料材料    
  卵5個、薄力粉115g、コーンスターチ15g、アーモンド粉末20g、粉末グラニュー糖30g、上白糖70g、有塩バター60g、バニラエッセンス、レモンエッセンス、無塩バターの場合は塩を少し用意します。表面にチョコレートを塗りたい方はチョコレート。 
  (写真13)、必要に応じベーキングパウダー(子供たちがメレンゲを失敗した時の為) 

 

4.4.4.4.バウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンのののの作作作作りりりり方方方方((((レシピレシピレシピレシピ))))    
     4.1 ステンレスボールを二つ用意して、5個の卵を割って卵黄と卵白に分けます。(写真14)    卵の殻は炭焼き窯で焼いてから粉末にして、炭と一緒に山野に撒いてください。 
      土の中で炭の炭酸カリウムなどが酸性土壌の中和してくれます。 
4.2 卵白は泡だて器を使い丁寧に時間をかけて硬く泡立てします。(メレンゲ作り)    ともかく角が立つように硬くなるまで、一生懸命泡立てください。(写真18)    (硬く仕上がった方が良い生地になります) 
4.3 4.2にグラニュー糖を入れて良く攪拌しより硬くします。   (粉砂糖を加えることにより卵白の粒が壊れにくくなる。) (写真17) 
4.4 4.3に薄力粉とコーンスターチを粉フルイで丁寧に入れます。(写真16) 
    粉ふるいが無いときは茶こしの細かい網でも可 

(コーンスターチは熱すると糊になり粉の接着剤の役目を行います。) 
4.5 4.4にバニラエッセンスとレモンエッセンスを適量振り入れて香り付をしたら良く混ぜます。あまり多く入れないこと、隠し味程度に 
4.6 残りのステンレスボールにバターを入れて火にかけて低温で溶かしてください。 
    4.6に4.1の卵黄を混ぜてクリーム状にし、その中に白砂糖を入れてよく混ぜます。 

(写真15) 
4.7 4.3に4.6を入れてざっくりとヘラで混ぜ合わせ、そしてアーモンド粉末を混ぜます。   (アーモンドはこくを出す為です。) (写真22) 
4.8 これで溶いたケーキの素が完成です。(写真23) メレンゲが失敗のときはベーキングパウダーを小匙一杯ほど入れて良く混ぜ合わせます。 
4.9 使ったボールは奇麗にペーパーなどで油を落としてから洗います。   油を洗剤で溶かすより、ふき取ってからにすること、環境への配慮を忘れずに。 
 



5.5.5.5.バウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンのののの焼焼焼焼きききき方方方方    

  5.1 竹白炭1)をスチール缶窯の容量の4割程度ほど用意したら焚き火等やプロパンガスバーナーで竹炭に火を着けます。 
5.2 火の着いた竹白炭で火傷(やけど)をしないように手際よく、最初は竹炭を缶の中に均一に入れます。残りは手前が低く奥側を高く竹炭を入れます。   着火バーナー等が有る時は竹炭を缶の中に直接入れてバーナーで着火させます。 
5.3 アルミ箔を巻いた棒を缶のガ三角の切れ目の上にのせて一度高温にして棒をあたためます。これはケーキの素を棒の表面に付着させるためです。(写真27) 
5.4 棒を4.9のステンレスボールの上に置いて、お玉なのでケーキの素を棒全体に均一に薄く塗りつけます。塗り付けたら缶窯に入れて丁寧に棒を早めに回しながらケーキの素が下に落ちないようにしながら軽めに焼いていきます。最初は表面に焦げ目が付かないようにします。すぐに火から降ろして、ステンレスボールの上で、もう一度表面にバウムクーヘンの素を塗りつけます。(写真29) 
5.5 棒を缶窯に入れたら丁寧に棒を回して薄く焼けたら、回転を遅くして表面を丁寧に薄い狐色になるまで焦がさないように焼いてゆきます。 
5.6 狐色に焼けたならば同じようにケーキの材料を棒の上に均一に塗り軽く焼きます。   二度塗りをすることにより年輪が太くなり火が良く通り美味しく焼けます。(写真32) 
5.7 表面が軽く焼けたならば、回転を5秒間隔で30度程度の角度で動かして、こんがりと表面が奇麗な狐色になるまで焼きます。これが年輪の線の色になります。 
5.8 5.6と5.7を繰り返し行いバウムクーヘンの素がなくなるまで続けます。   二度塗りをすると層が厚くなり奇麗に年輪が出来ます。 
5.9 焼きあがったら、まな板等の上にクッキングペーパーを敷いて焼きあがったバウムクーヘンの棒を縦にして軽くペーパーの台に叩くとバウムクーヘンが芯棒から抜けて行きます。(写真33) 
5.10 抜けたらば中心のアルミ箔を指先でねじりながら抜き取ります。(写真34)   ただし厚いので火傷に注意、そして絶対に無理に抜かないこと。 
5.11 包丁で均等に切り分けてお皿にペーパーを敷いてから盛り付けます。(写真37)   ペーパーを敷くのはケーキからの湿気を吸収するためです。 
5.12 使っていない空いた料理道具等は洗ってきれいにします。   

 

6.6.6.6.片付片付片付片付けとけとけとけと味見味見味見味見    
 缶から残りの炭を焚き火や安全な所に移します。熱いので取り扱いには注意すること。 ブロックと棒の片づけと周りのごみを拾って奇麗にしておきます。残った炭や灰は温度



が下がったら炭は粉末にして灰と一緒に山野に撒きましょう。これは酸性雨による酸性土壌の中和9)になります。 
  すべての仕事が終わったならば、お茶やコーヒー等を用意して、みんなで美味しく食べましょう。カメラで作ったバウムクーヘンを写して記念として忘れずに残しておきましょう。まず汚れた手も奇麗にしましょう。合掌 「戴きます。」 
 追加事項  現在のバウムクーヘンはシットリ感の多いスポンジケーキのような物が好みの方がいますが、元々バウムクーヘンは保存食を考えて作られているので、ぱさつきが多いのが当たり前である。しかし、シットリ感がほしい方は、砂糖を減らして、代わりに本物の蜂蜜やカナダ産のメイプルシロップ(砂糖かえでの樹脂)を使うと良い。 
 

7. 7. 7. 7. 写真写真写真写真データデータデータデータ    写真写真写真写真データデータデータデータはははは変更変更変更変更することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

 

 

 

 

 

 写真1.スチール缶の用意   写真2.上切り込み     写真3.開け終わり 
 

 

 

 

 

 

 写真4.1 底穴開け位置   写真4.2 底穴あけ空気通路 写真5.切込みと曲げ位置 
 

 

 

 

 

 写真6 切断と曲げ加工   写真7 バリ取り写真    写真8 コーティングの焼却 



  

 

 

 

 

 写真 9 窯の用意            写真10 棒とアルミ箔       写真11 アルミ箔巻きつけ 
 

 

 

 

 

 写真 12 料理道具          写真13 材料              写真14 卵黄と卵白 
 

 

 

 

 

 写真15 バターを溶かす    写真16 粉を振るう         写真17 卵白に粉砂糖を加え 
 

 

 

 

 

 写真18 メレンゲ作り     写真19 粉.メレンゲ.バター  写真20 一つに合わせる 
 

 

 

 

 

 写真21 バニラを加える   写真22 アーモンドパウダー  写真23 生地の出来上がり 
 



 

 

 

 

 

 写真24 缶に炭を入れる   写真25 火を着ける     写真26 火が着いた様子 
 

 

 

 

 

 写真27 棒の空焼き       写真28 生地を塗る        写真29 軽く焼く 
 

   
 

 

 写真32 本焼き       写真31 焼いている様子    写真32 焼き上がり 
 

 

 

 

 

 写真33 棒抜きをする    写真34 アルミをネジ取る   写真35 抜いた様子 
 

 

 

 

 

 写真36 丁寧に切る     写真37 切断面        
 



8.8.8.8.時間配分時間配分時間配分時間配分についについについについて 
 

8.1 前もってスチール缶窯は作っておくと便利(1時間30分ほど)    道具作りスチール缶の切断と穴開けとバリ取りは10分から1時間程度    缶の草焼きバーナーでの表面焼きは15分程度、また焚き火では30分ほどかかります。    窯の設置には平らなところで1分ほど、初めての方は考える時間を含み10分程度 
 

8.2 当日の時間(50分ほど)    炭の火起しはプロパンガスバーナー使用で2分程度、マッチやライターなどを使って焚き火からでは20分程度かかります。   バウムクーヘンの材料の仕分けと計量と粉ふるいで薄力粉の調製で10分ほど   バウムクーヘンの卵白(メレンゲ)5～10分、その他の卵黄とバターの練る時間10分ほ     ど時間がかかります。 
 

8.3 バウムクーヘンの焼き時間 40分以下    片付けはその時と場所により適宜行う。 
 謝辞 このバウムクーヘンつくりに協力された方々に紙上を持ってお礼とさせていただきます。特に足利市八幡町のレストラン・ランプのマスターには大変お世話になりました。(私の炭の作品が置いてあります) 
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付録 足利市福居町にはバウムクーヘン専門の店があり、昭和58年にお菓子コンクールでバウムクーヘン日本一に輝いた倉田屋というお店があります。足利の隠れた名店ですが現代の味ではありません昔ながらの味なので若い人にはお勧めできません。新しい現代風の味を求める方は近江八幡の有名店をお勧めします。その他に美味(おい)しい地場さん物は足利市では香雲堂の古印最中と舟定の芋ヨウカン(浅草の舟和は足利の舟定から出ています。)太田市では山田屋の焼き饅頭、桐生市では高野商店の忠治漬とミヤケのケーキ、ここのケーキの中でもカボチャのケーキが美味(おい)しい(竹炭による水の浄化をしている)。 
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