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特別なクリスマスのお菓子
Lebkuchen
（レブクーヘン）
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　ドイツ西部には、アーヘン市のプリンテンがあ
ります。アーヘン市は、昔も今も巡礼の町です。
1349年以来、アーヘン大聖堂の聖遺物に驚嘆す
るために、世界中から信者が集まります。プリン
テンは、そんなお腹を空かせた旅人たちのための
食べ物でした。現代のプリンテンでも、適切に保
存すれば何年も食べられます。ドイツ語にも、英
語と同じようにプリント（印刷）という言葉があ
ります。プリンテン屋が、蜂蜜入りの柔らかい生
地を精巧な彫刻を施した焼き型に押し込んで、聖
人などの形をしたケーキを売ったことから、プリ
ンテンと呼ばれるようになったのです。
　この他にも、レブクーヘンには、たくさんの種
類があります。Oblatenlebkuchen（オブラー
テンレブクーヘン）は丸い形で、オブラーテとい
うウェハーに載っています。ハートや星、プレッ
ツェルの形をしているものもあります。できあ
がったレブクーヘンは、シュガーやチョコレート
のコーティングか、プレーンのどれかで食べます。
　最も高級なレブクーヘンは、Elisenlebkuchen
（エリゼンレブクーヘン）と呼ばれています。小
麦粉を使わず、アーモンドやヘーゼルナッツ、ク
ルミなどの粉で作られます。伝説によると、エリ
ゼンレブクーヘンは、
あるレブクーヘン職
人の娘、エリザベト
にちなんで名づけら
れました。ある日、
エリザベトは重い病
気にかかり、誰も彼女を助けられませんでした。
そこで、お父さんは特効薬として、ナッツと蜂蜜
だけを使い、東洋のスパイスで味を調えたレブ
クーヘンを焼きました。このレブクーヘンは、今
もエリザベトの名で呼ばれています。
　私は、必ずしも高級なレブクーヘンを買いませ
ん。逆に、どこのスーパー
でも売っている、アプリ
コットジャムを詰めた、外
側がミルクチョコレートの、
小さなハートのレブクーヘ
ンが一番好きです。クリスマスの時期にドイツに
来ることがあれば、おすすめです！

　クリスマスが近づいたら、ドイツのスーパーやク
リスマスマーケットなどで特別なお菓子が売られ始
めます。Lebkuchen（レブクーヘン）といって、
シナモンやクローブ、オールスパイス、カルダモン、
ジンジャー、ナツメグ、スターアニス、オレンジと
レモンの皮を混ぜたスパイスで味付けした、ブラウ
ニーに似た平たいビスケットです。今月のコラムで
皆さんにご紹介したいと思います。

　Lebkuchenは、ドイツの地方によって異なる
名前で呼ばれています。Lebkuchenのほかに、
Honigkuchen（ホーニヒクーヘン＝ハニー・ケー
キ）やPfeff erkuchen（プフェファークーヘン＝ペッ
パー・ケーキ）、Printen（プリンテン）などとい
う名前もあります。
　私が育った南ドイツではレーブクーヘンと呼ばれ、
有名なニュールンベルグのレーブクーヘンも、その
ひとつです。平たい形をしていることから、ラテン
語のlibum（平たいケーキ）に由来すると思われま
す。ちなみに、ニュルンベルクのレブクーヘンメー
カーが初めて記録されたのは、1395年にさかのぼ
ります。
　ドイツ東部では、プ
フェファークーヘン
（ペッパー・ケーキ）
と呼ばれています。し
かし、プフェファー
クーヘンには、胡椒は
使われていません。た
だ、多くの香辛料を使
用します。中世の時代、
東洋からヴェネツィア
やジェノバを経由して
貿易路に流入する外国
産の香辛料を、まとめ
て胡椒と呼んでいたた
め、この名前がつきま
した。
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ショーウィンドウに山積みにされたプリンテン

高級なエリゼンレブクーヘン

レブクーヘン職人
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