
はじめに

　本論では、結婚式には欠かせないものとなって

いるウェディングケーキをテーマに、日本において

の定着と発展について論じていくこととする。株

式会社みんなのウェディングが行った 2015 年のア

ンケート調査結果によると、結婚式を挙げること

を選択したカップルは、全体のおよそ半分しかい

ないにもかかわらず、(1)「ゼクシィ結婚トレンド調

査」が 2004 年に始まって以来ずっと、挙式、披露

宴・披露パーティ費用は 283 万円 (2004 年 ) から

385 万円 (2016 年 ) と上昇し続けている。(2) これは、

ウェディングのスタイルの進化や、そのニーズが

多様化し続けていることを表し、結婚式に対する

ふたりのこだわりの強さを感じることができる。

　その中でも特に豊富な種類をもち、自由に表現

しやすいものが、ウェディングケーキであるが、

そもそもウェディングケーキは西洋の菓子文化で

ある。ウィリアム・W・ウィーヴァーは、欧米諸

国の人々の最も特別な習慣の一つ (3) であると述べ、

マグロンヌ・トゥーサン＝サマはウェディングケー

キを、フランスの宗教的社会的菓子であると位置

づけている。(4) また、彼女の著書である『お菓子

の歴史』では、菓子は敬意のしるしとなり、感謝

のしるしとなり、神や社会との関係において人と

分かち合うべき喜びのしるしともなったと述べて

いる。(5) しかしながら日本では、習慣的に行う宗

教儀礼はほとんどないし、神と分かち合う菓子を

挙げるならば和菓子だろう。こうした点を考えて

みると、宗教への関心が低い日本社会において、

なぜウェディングケーキが結婚式の定番として定

着したのか、そしてどのように発展してきたのか

といった問題が疑問として浮かび上がってくる。

そこで本論では、ウェディングケーキの歴史と日

本における受容に焦点を当てウェディングケーキ

と宗教との関り・変化・存在定義など、定着と発

展に注目し考察していきたい。

第一章ウェディングケーキの起源

　ウェディングケーキの起源には諸説ある。その

ひとつは、古代エジプトにおいて結婚式の際に蜂

蜜を使った菓子が登場したとされる説である。ま

た別の説では、古代ギリシャ時代、香辛料が入っ

た菓子であるスパイシーケーキがウェディング

ケーキの原型だとされるもの。そして、ローマ時代、

花嫁の頭に生命力を象徴する小麦を投げて、子宝

を願ったのがウェディングケーキの起源であると

いう説もある。(6)

　しかしながら、わたしたちが理解するところの

ウェディングケーキは 18 世紀の後半まで存在さ

えしておらず、19 世紀半ばまでのウェディング

ケーキは一段のものだった。1840 年のヴィクトリ

ア女王のものは巨大なフルーツケーキで、外周は

2.7 メートル、重さは 136 キロ (7) もあったが、や

はり平らな一段でしかなかった。これを変えるの

が彼女の娘、第一王女のためのウェディングケー

キであり、伝統的なウェディングケーキの誕生で

ある。第一王女の場合のウェディングケーキは高

さ 2.1 メートル (8) におよび、上の二段は壮麗な建

築物で装飾はすべて砂糖 (9)、食べられる部分はい

ちばん下だけであった。装飾は王冠や壁龕 (10) のあ

る壁、様々な花 (11) など、結婚する両家の権力や富

を象徴するものとなっていった。
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　このケーキが新聞に取り上げられたことから大

衆の興味を強くかきたて、結婚の象徴としてのウェ

ディングケーキの誕生が市民階級にも及んでいっ

たのはこの頃からだといわれている。しかし製作

には高度な技術を要したため値段も高く、一般人

には手の届かないものであった。そこで、砂糖が

あしらわれたものではなく食べられるケーキを順

番に重ねて塔構造に似せることにしたのである。

それをさらに高く優雅にするため、しだいに高い

円柱を重ねるようになっていった。

第二章西洋におけるウェディングケーキとその背景

　西洋文化ではそれぞれが属する宗教の儀礼や、

神話を大切にする傾向があり、ウェディングケー

キもそれらの影響を受けているといえる。かなり古

くから与えられてきた役割として、切り分けられ、

配られたケーキには新婚夫婦の幸運を出席者とわ

かちあい、出席者の優しい祈りを新婚夫婦で共有

する、というものがあるが、これは、たとえばパン

を分けあって食べるという、あらゆる人間に共通

する最古の食物儀礼のひとつに通じるものといえ

る。また、女の子がもらったケーキを枕の下に入

れて眠れば未来の夫の夢を見られるということや、

花嫁の未婚の友人たちには、結婚指輪にケーキの

かけらを３回（９回という説もある）くぐらせてか

ら配るなど、占い的にも使われるようになった。

　また、英米文化でもウェディングに関する俗信

には次のようなものが見られる。「花嫁がウェディ

ングケーキを作るのを手伝うのは、この上なく縁

起が悪い。」というものや、「花嫁は夫が彼女に対

していつまでも誠実である保証として、ケーキの

最初の一切れを大切にとっておく。」(12) といった

ものだ。のちには、フルーツの数が多いほど花嫁

が子宝に恵まれるとの願いも込められ、20 世紀

なってからは、フルーツケーキは時間とともに腐

るのではなく「成熟する」(13) という事実から、最

上段のケーキは最初の子どもの洗礼式のために

とっておく、というような習わしまでできたのだ。

そしてウェディングケーキと言えば、花嫁と花婿

が手を取り合って行うケーキに入刀する儀式があ

る。これは、花嫁の処女膜を破るという大昔から

の象徴だとするものがあるが、実際のところ、こ

れが行われ始めたのは最近で、19 世紀の多くの

資料が、ゲストのためにウェディングケーキを切

り分けるのは新婦だけの仕事であるとの記述があ

る。ケーキを人前で上手なスライスに切り分ける

ことを見せることにより、家事を上手くきりもり

していく妻を間接的に示していたのだ。(14) 新郎が

新婦と一緒に行った証拠が見つかりはじめるのは、

1930 年代、ウェディングケーキの砂糖装飾が過多

になるのに従い、労力がいるようになったため、

それを手伝うために花婿が登場したのである。(15)

第三章日本におけるウェディングケーキとは

a) ウェディングケーキの定着

　日本で初めてウェディングケーキが作られたの

は 1877 年、明治 10 年頃である。西洋化とともに

輸入されたが、この時は定着までには至らなかっ

た。1960 年、当時のビックスターである石原裕次

郎氏の結婚式で、高さ 1 メートルにもおよぶ 9 段

重ねのウェディングケーキがメディアで大きく取

り上げられたことと、戦後のベビーブームで生ま

れてきたいわゆる“団塊の世代”が結婚年齢に達

したことが重なり、1970 年～ 1980 年代にかけて

本格的に普及した。イギリスからはケーキカット

の儀式が伝播し、「初めての二人の共同作業」とし

て恒例化、幸せを象徴する場面となった。

　また、1980 年代のいわゆるバブル時代には派手

に結婚式を行う風潮が現れ、その中でウェディン

グケーキの登場も派手な演出が見られるようにな

る。そのため、ケーキカットの儀式のほうがケー

キを食べることよりも重要だ、という日本のウェ

ディングケーキの特殊性 (16) が生まれ、この時代の

ケーキは、ケーキカットする部分だけ本物のケー

キをはめ込み、そのほかのほとんどは樹脂などで

作られた模造品の大きなケーキであった。ケーキ

カットの儀式が問題なく浸透していったのは、日

本でも古来より結婚の際には、二人で何かをする

ことが組み込まれていたからだと考えられる。平

安時代には「三日夜の餅」と呼ばれる結婚にまつ

わる風習があり、夫婦になった証として新郎新婦

が互いに餅を食べる儀式があったのだ。(17) しか
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し、日本で本格的にウェディングケーキが普及し

た 1970 年代とでは 1000 年以上の差があり、この

因果関係は極めて低いと考えられる。

　これまで見せ物のケーキであったが、2000 年以

降全て食べられるショートケーキタイプの高さの

ないケーキへと形態を移行する。これは、社会の

経済状況の変化も関係していると考えられるが、

経済的負担の少なく済む、親しい人や親族だけを

招いて少人数制で行う挙式披露宴が主流になった

ことや、(18) 製菓業界の技術の成熟により、ケーキ

がたくさん世に出回り始めたことがウェディング

ケーキにも影響を及ぼした。(19)

　ウェディングケーキに付随する儀式として、入

刀のほか３つのセレモニーがある。一つ目はファー

ストバイトというもの。ウェディングケーキに入刀

した後、新郎新婦が食べさせ合いをするセレモニー

である。新郎から新婦への一口は「一生食べるも

のに困らせない」という意味が、そして新婦から

新郎への一口には「一生美味しいごはんを食べさ

せる」という意味が込められている。(20) 二つ目は

サンクスバイトと言い、これは感謝の気持ちを表

すバイトで、お世話になった祖父母、親友や職場

の仲間など、日ごろなかなか言えない感謝の気持

ちをスプーンに乗せて送るものだ。そして、近年

人気があるラストバイトというものは、「赤ちゃ

んのとき、最初のひと匙を運んでもらった母親か

ら、家庭を持ち一人前になった子どもへの食べ納

め」として行われるセレモニーとして両家の母親

がそれぞれケーキをすくい、新郎新婦に食べさせ

るといったものだ。ファーストバイトにおいては、

古代ギリシア・ローマの共食儀式の名残と言われ、

当時のそれは多産と豊穣を願うものだった。(21)

	
b）ウェディングケーキの変化

　ここでは、ウェディングケーキが日本に定着し

始めた 20 世紀後半と、2016 年のウェディングケー

キにはどのような変化があるのか、特徴をみてい

く。まず、ウェディングケーキが日本で登場した

1960 年には、西洋文化で定着していたものをその

まま日本でも再現している。３段重ねの高さのあ

るケーキでフルーツがなく、白色を基調にレースや

花の模様が描かれ、一番上にはマジパンで作られ

た新郎新婦の人形が飾られていた。そして、西洋

と同様に食べられるよりも見られるためのものとさ

れ、食べられる部分はほんの一部だけであった。(22)

　そして、ウェディングケーキの登場が習慣化する

ようになった 1970 年～ 80 年代は、ケーキカット

の儀式が恒常化し、いわゆるバブル時代を迎える

と、派手な演出で遊びの部分が拡大し食べられる

よりも見られるものという価値観がより強くなって

いった。さらに、当時の社会制度や価値観に抵抗

した団塊の世代が、新しい価値観を生み出し、個

性を追求したことが挙式スタイルにも影響してい

るといえる。次第には、酒樽の蓋を木槌で叩き割

る「鏡開き」をしたり、シャンパングラスでピラミッ

ド状に仕立てた塔の上から、シャンパンを注ぐ「シャ

ンパンタワー」をしたりするように、ケーキではな

いものを用いて宗教的意味を持たない儀式が登場

し、カップルが主役になる演出が次々と誕生した。(23)

　その後見られるケーキは高さをなくし、平たい形

でフルーツをふんだんに使ったフレッシュケーキが

定番となる。これは、バブル崩壊後、経済的負担か

ら親族だけを招待する少人数制の披露宴が好まれる

ようになった影響からだと考えられる。その後ウェ

ディングケーキは高さを取り戻し３段、且つ全て食

べられるフレッシュケーキで作られるようになった。

　そして 2016 年に多く見られたのはネイキッド

のウェディングケーキとフォトジェニックケーキ

だ。ネイキッドとは生クリームを塗らないで、ケー

キのスポンジ部分をむき出しにデコレーションし

たもので、ニューヨーク発のデコレーションケー

キである。SNS 上で広まり、流行に敏感なカップ

ルが取り入れ始めたのだ。手作りウェディングを

追求するカップルは、オリジナルのネイキッドケー

キに加え、シロップを上から垂らす垂らしこみケー

キ (24) の演出をしたり、アイシングクッキー (25) や

ガーランド (26)、生花などの“かわいい”をキーワー

ドにニーズが多様化し様々な“かわいい”が飾り

付けられ、二人だけの手作りウェディングケーキ

を作り出したりしている。ネイキッドケーキはア

メリカ発のものであり、そこに飾るアイシングクッ

キーはイギリス発のもの、さらには垂らしこみケー

キの演出の意味は後付けされたものであるのだ。

このウェディングケーキはそれぞれの“かわいい”
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の盛り合わせのようなものである。

　一方で、フォトジェニックケーキは名前の通り写

真映えするケーキということだが、ネイキッドケー

キのように様々な装飾品でデコレーションしたも

のとは異なり、「盛りすぎていないシンプルさ」、「思

わず取りたいフォトジェニックさ」(27) がキーワー

ドとしてあるという。写真映えという点から高さは

あるが、３段に限らず２段のものであったり、フラ

ンス式のウェディングケーキ「クロカンブッシュ」

のようなタワー状のものであったりする。

　クロカンブッシュは「ごつごつした木」という

意味で、飴やカラメル、ヌガーで固めて円錐型の

塔の形にしたものである。「シュー」はフランス語

で「キャベツ」という意味であり、欧米では乳児

はキャベツ畑から生まれてくると言われているた

め、子孫繁栄を願ってキャベツに見立てたシュー

を積み上げるのだ。さらに、高さが高いほど結婚

後の生活が豊かになると言われている。(28) しかし、

日本では高さだけが残りマカロンやパンケーキ、

ロールケーキやドーナツなど、食材は新郎新婦の

好きなものを使う傾向が見られる。

　
c)日本におけるウェディングケーキの特徴とその背景

　ここでは、日本のウェディングケーキの特徴や

その背景について考察していくが、日本で定着し

たウェディングケーキの特徴を分析するにあたり、

『ゼクシィ』の 1995 年 6 月号から 2003 年 4 月号

までのウェディングケーキに関する記事（原文）

を抜きだし、表を作成した。号数の欄は発行され

た年と号数を表し、記号の欄はゲストをもてなす

ための演出を○、新郎新婦の自己満足的こだわり

を△で表している。

　表を見てみると記号欄には○が目立ち、記事内

容からも演出や演出効果などの言葉が何度もでて

くる。また、ふたりらしさやふたりの個性など、型

にはまらない新郎新婦の自己満足的こだわりも演

出されていることがわかる。さらには、生ケーキの

ワードがでるとすぐ、料理教室や手作りなど、発信

したものを読者は素早く取り入れていることも表か

ら読み取れる。これらは第三章 b) で述べた、食べ

られるよりも見られるものという価値観が強まった

ことや、日本人の流行に敏感な性格が演出や自己

満足的こだわりを定着させていったと考えられる。

　ウェディングケーキの起源については第一章で

述べたが、西洋において伝統的な３段重ねのウェ

ディングケーキが確立するまでのものは、どのケー

キもその時代やその地方を象徴する食材が使われ、

新郎新婦や結婚する両家の権力や富を表してきた。

市民階級に及んだ時もそれらは維持され、製作費

は高価ながらも、一般市民は独自の工夫で披露宴

の目玉として取り入れてきたのだ。その後誕生し

た儀式でも、それぞれの信仰や神話に基づき様々

な儀式が行われ、ウェディングケーキに関する俗

信の存在や、占い的にもウェディングケーキが使

われるようになったというのは、神を信じ尊重す

る西洋文化ならではのものである。

　また西洋文化においては、花嫁にウェディング

ケーキの製作を手伝わせたりする行為は縁起が悪

いというものや、(29) フルーツの数が多いほど花嫁

が子宝に恵まれるとの願いも込められている。(30)

日本におけるウェディングケーキの役割としては、

儀式よりもゲストを楽しませる演出効果があるこ

と。そして占いや俗信よりも、会場とマッチしたり、

写真映えしたりするものが求められている。つま

り、日本のウェディングケーキにはヨーロッパ的

習慣が取り入れられていることは少ない。

　西洋では縁起物や厄払いのような意味を持って

いるとされるウェディングケーキだが、日本にお

いては演出道具のひとつとされ、装飾は新郎新婦

の好みのもので固められているのがほとんどだ。

また花嫁が手作りしたり、料理教室に通ったりす

ることもある。この点から見せ物という価値観が

浸透しているといえる。さらには、儀式において

も日本ではゲストを楽しませるためのエンターテ

インメント性を重視し、ラストバイトにおいては

海外では風習化されておらず、日本発祥のもので

あると言われている。(31)

　日本では起源とされるヨーロッパ的習慣を気に

しないことから柔軟な発想で様々なセレモニー的

行為が創り上げられ、それを有名人やマスメディ

アが発信し定着、発展し続けているのだ。また、

それぞれの所属する宗教儀礼ではなく、ゲストを

退屈させないためにもセレモニー的行為を演出す

る。さらには高さや形、素材なども新郎新婦によっ
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7

号数 記事内容（原文） 記号

95・6

オリジナル生ケーキ、どんな形もお望み次第。ケーキカットは披露宴を盛り上げるセレモ

ニーのひとつ。

○○○○

95・11

お店で手作りに挑戦、ケーキ教室に通って頑張る手もある。マネしたらいくら？。飾りはラッ

キーカラーで。

△△△△

96・1

手作りのケーキなら入刀セレモニーも感激ひとしお。本物のケーキでのケーキカットはやっ

ぱり臨場感が違う。

○○○○

96・2 7年7月7日7時7分にケーキカットの演出。出会いがピザ屋さんのふたりはピザカット。 ○○○○・・・・△△△△

96・8

純白の生ケーキにふたりで愛の文字を書き入れる。へた付きいちごでしあわせのおすそ分

け。

△△△△

97・2

ケーキ入刀、カットだけでなくショーのように見せる工夫も。ケーキの仕上げをみんなの前

でやったら拍手喝采だった。

○○○○

98・5

プチフールのアラカルト、カラフルで数の多いケーキは会場ではディスプレイの役割も。可

愛いケーキ、女性客の人気集中。花いっぱいの結婚式にピッタリマッチしたケーキ。ふたり

で食べさせあい、演出効果大。和装で入刀、新鮮さを演出。中に仕掛けを入れて当たった

人にプレゼントをあげる演出。

○○○○

98・12

デザートの中にひとつだけ当たりを入れ楽しめる趣向に。お客様に好きに飾りつけてもらっ

てからケーキカット。ケーキもブーケも大好きなブルーを使ってトータルコーディネート。

○○○○

99・6

98年度「やってみたい演出」ランキング第2位、ケーキ入刀後に食べられるケーキにする。

見た目のかわいさやセンスのよさはもちろん、食べておいしいことも重要。

○○○○

00・1 招待客にケーキを完成してもらうなど、遊び感覚の演出をプラスしちゃうのもおもしろい。 ○○○○

00・3

100人以上の大きな披露宴会場では、セレモニー用ケーキの方が高さがあって見栄えがす

る。生ケーキはアットホームなオリジナルウェディング向き。生ケーキは新郎新婦による

ケーキサーブなど、演出としての要素もあり。クロカンブッシュは入刀のほか、新郎新婦で

互いに食べさせたりという演出もできる。入刀用ケーキは写真撮影に最適。カットする部分

だけ生になったセレモニー用のケーキは食べられないが、挙式後、招待客にお持ち帰り用

のケーキを渡せる。

○○○○

00・7

読者がやった人気演出ランキング、「みんなはどんな演出で披露宴を盛り上げてるの？」第

2位、ケーキカット。定番中の定番演出。最近はバリエーションも増えて、ますます人気。応

用アイデア1、ファーストバイト。応用アイデア2、トッピング。応用アイデア3、各テーブルで

ケーキカット。オリジナルデザインケーキ、ふたりのなれそめをケーキで表現。生ケーキ、

ケーキカットした後、招待客にサービス。（読者意見）セレモニーケーキ、会場の広さに負け

ないものを。（読者意見）クロカンブッシュ、シューを食べさせあうのが憧れ。（読者意見）

シュガーケーキ、色使いが最高。（読者意見）

○○○○

00・8

「動くケーキを発見！招待客もコレは驚くでしょう」。「スポンジのなかはなんとスイカ」、スイ

カを使ったケーキは珍しいので、それだけで評判になりそう。「皆で用意した花で装飾。温

かな想いが込められたケーキ」。「飴細工のデコレーションが超華やか！」。「ハートのケー

キもこんなにシンプルなら、オシャレ度大」。

○○○○

00･12

ゲストとふれあえるケーキの演出が話題に。ケーキを結婚証明書のデザインにして、まず

ふたりが署名。これをあとでゲストに食べてもらい、証人になってもらうという演出だ。真っ白

のケーキにゲストからの祝福の言葉を入れてもらう演出も嬉しい。

○○○○・・・・△△△△

01・9

披露宴を象徴するケーキで様々な演出を。ふたりの出会いのエピソードや趣味などをテー

マにしたケーキは、ふたりらしさも出るし、ケーキ入刀も盛り上がるはず。

△△△△

02･4

ふたりの個性が出るオリジナルケーキで。ケーキを取りに来てもらう。新婦が最後にケーキ

を飾りつける。ゲストがケーキを飾りつけ、お祝いの気持ちがより深くなる演出。ケーキカッ

トの時に、ケーキの下にひものついたチャームをかくしておき、女性客にひいてもらう。ケー

キにドラジェを入れる。ケーキのお皿の下にしるしを入れておく。

○○○○・・・・△△△△

03・4

ゲスト全員で盛り上がる演出をする。入場したゲストからケーキデコレーション。ケーキのお

皿の下にチャームを忍ばせて、ゲストに引いてもらう。ゲストのケーキの中にあらかじめドラ

ジェを入れておく。

○○○○

＊本表はゼクシィ1995年6月号から2003年４月号を参照

＊号数の欄は発行号数

＊記号の欄の〇はゲストをもてなすための演出、△は新郎新婦の自己満足的こだわりを表す

7

号数 記事内容（原文） 記号

95・6

オリジナル生ケーキ、どんな形もお望み次第。ケーキカットは披露宴を盛り上げるセレモ

ニーのひとつ。

○○○○

95・11

お店で手作りに挑戦、ケーキ教室に通って頑張る手もある。マネしたらいくら？。飾りはラッ

キーカラーで。

△△△△

96・1

手作りのケーキなら入刀セレモニーも感激ひとしお。本物のケーキでのケーキカットはやっ

ぱり臨場感が違う。

○○○○

96・2 7年7月7日7時7分にケーキカットの演出。出会いがピザ屋さんのふたりはピザカット。 ○○○○・・・・△△△△

96・8

純白の生ケーキにふたりで愛の文字を書き入れる。へた付きいちごでしあわせのおすそ分

け。

△△△△

97・2

ケーキ入刀、カットだけでなくショーのように見せる工夫も。ケーキの仕上げをみんなの前

でやったら拍手喝采だった。

○○○○

98・5

プチフールのアラカルト、カラフルで数の多いケーキは会場ではディスプレイの役割も。可

愛いケーキ、女性客の人気集中。花いっぱいの結婚式にピッタリマッチしたケーキ。ふたり

で食べさせあい、演出効果大。和装で入刀、新鮮さを演出。中に仕掛けを入れて当たった

人にプレゼントをあげる演出。

○○○○

98・12

デザートの中にひとつだけ当たりを入れ楽しめる趣向に。お客様に好きに飾りつけてもらっ

てからケーキカット。ケーキもブーケも大好きなブルーを使ってトータルコーディネート。

○○○○

99・6

98年度「やってみたい演出」ランキング第2位、ケーキ入刀後に食べられるケーキにする。

見た目のかわいさやセンスのよさはもちろん、食べておいしいことも重要。

○○○○

00・1 招待客にケーキを完成してもらうなど、遊び感覚の演出をプラスしちゃうのもおもしろい。 ○○○○

00・3

100人以上の大きな披露宴会場では、セレモニー用ケーキの方が高さがあって見栄えがす

る。生ケーキはアットホームなオリジナルウェディング向き。生ケーキは新郎新婦による

ケーキサーブなど、演出としての要素もあり。クロカンブッシュは入刀のほか、新郎新婦で

互いに食べさせたりという演出もできる。入刀用ケーキは写真撮影に最適。カットする部分

だけ生になったセレモニー用のケーキは食べられないが、挙式後、招待客にお持ち帰り用

のケーキを渡せる。

○○○○

00・7

読者がやった人気演出ランキング、「みんなはどんな演出で披露宴を盛り上げてるの？」第

2位、ケーキカット。定番中の定番演出。最近はバリエーションも増えて、ますます人気。応

用アイデア1、ファーストバイト。応用アイデア2、トッピング。応用アイデア3、各テーブルで

ケーキカット。オリジナルデザインケーキ、ふたりのなれそめをケーキで表現。生ケーキ、

ケーキカットした後、招待客にサービス。（読者意見）セレモニーケーキ、会場の広さに負け

ないものを。（読者意見）クロカンブッシュ、シューを食べさせあうのが憧れ。（読者意見）

シュガーケーキ、色使いが最高。（読者意見）

○○○○

00・8

「動くケーキを発見！招待客もコレは驚くでしょう」。「スポンジのなかはなんとスイカ」、スイ

カを使ったケーキは珍しいので、それだけで評判になりそう。「皆で用意した花で装飾。温

かな想いが込められたケーキ」。「飴細工のデコレーションが超華やか！」。「ハートのケー

キもこんなにシンプルなら、オシャレ度大」。

○○○○

00･12

ゲストとふれあえるケーキの演出が話題に。ケーキを結婚証明書のデザインにして、まず

ふたりが署名。これをあとでゲストに食べてもらい、証人になってもらうという演出だ。真っ白

のケーキにゲストからの祝福の言葉を入れてもらう演出も嬉しい。

○○○○・・・・△△△△

01・9

披露宴を象徴するケーキで様々な演出を。ふたりの出会いのエピソードや趣味などをテー

マにしたケーキは、ふたりらしさも出るし、ケーキ入刀も盛り上がるはず。

△△△△

02･4

ふたりの個性が出るオリジナルケーキで。ケーキを取りに来てもらう。新婦が最後にケーキ

を飾りつける。ゲストがケーキを飾りつけ、お祝いの気持ちがより深くなる演出。ケーキカッ

トの時に、ケーキの下にひものついたチャームをかくしておき、女性客にひいてもらう。ケー

キにドラジェを入れる。ケーキのお皿の下にしるしを入れておく。

○○○○・・・・△△△△

03・4

ゲスト全員で盛り上がる演出をする。入場したゲストからケーキデコレーション。ケーキのお

皿の下にチャームを忍ばせて、ゲストに引いてもらう。ゲストのケーキの中にあらかじめドラ

ジェを入れておく。

○○○○

＊本表はゼクシィ1995年6月号から2003年４月号を参照

＊号数の欄は発行号数

＊記号の欄の〇はゲストをもてなすための演出、△は新郎新婦の自己満足的こだわりを表す
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ぱり臨場感が違う。
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で食べさせあい、演出効果大。和装で入刀、新鮮さを演出。中に仕掛けを入れて当たった

人にプレゼントをあげる演出。
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デザートの中にひとつだけ当たりを入れ楽しめる趣向に。お客様に好きに飾りつけてもらっ

てからケーキカット。ケーキもブーケも大好きなブルーを使ってトータルコーディネート。
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99・6
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見た目のかわいさやセンスのよさはもちろん、食べておいしいことも重要。
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00・1 招待客にケーキを完成してもらうなど、遊び感覚の演出をプラスしちゃうのもおもしろい。 ○○○○

00・3

100人以上の大きな披露宴会場では、セレモニー用ケーキの方が高さがあって見栄えがす

る。生ケーキはアットホームなオリジナルウェディング向き。生ケーキは新郎新婦による

ケーキサーブなど、演出としての要素もあり。クロカンブッシュは入刀のほか、新郎新婦で

互いに食べさせたりという演出もできる。入刀用ケーキは写真撮影に最適。カットする部分

だけ生になったセレモニー用のケーキは食べられないが、挙式後、招待客にお持ち帰り用

のケーキを渡せる。
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00・7

読者がやった人気演出ランキング、「みんなはどんな演出で披露宴を盛り上げてるの？」第

2位、ケーキカット。定番中の定番演出。最近はバリエーションも増えて、ますます人気。応

用アイデア1、ファーストバイト。応用アイデア2、トッピング。応用アイデア3、各テーブルで

ケーキカット。オリジナルデザインケーキ、ふたりのなれそめをケーキで表現。生ケーキ、

ケーキカットした後、招待客にサービス。（読者意見）セレモニーケーキ、会場の広さに負け

ないものを。（読者意見）クロカンブッシュ、シューを食べさせあうのが憧れ。（読者意見）

シュガーケーキ、色使いが最高。（読者意見）
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00・8

「動くケーキを発見！招待客もコレは驚くでしょう」。「スポンジのなかはなんとスイカ」、スイ

カを使ったケーキは珍しいので、それだけで評判になりそう。「皆で用意した花で装飾。温

かな想いが込められたケーキ」。「飴細工のデコレーションが超華やか！」。「ハートのケー

キもこんなにシンプルなら、オシャレ度大」。

○○○○

00･12

ゲストとふれあえるケーキの演出が話題に。ケーキを結婚証明書のデザインにして、まず

ふたりが署名。これをあとでゲストに食べてもらい、証人になってもらうという演出だ。真っ白
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マにしたケーキは、ふたりらしさも出るし、ケーキ入刀も盛り上がるはず。

△△△△

02･4

ふたりの個性が出るオリジナルケーキで。ケーキを取りに来てもらう。新婦が最後にケーキ

を飾りつける。ゲストがケーキを飾りつけ、お祝いの気持ちがより深くなる演出。ケーキカッ

トの時に、ケーキの下にひものついたチャームをかくしておき、女性客にひいてもらう。ケー

キにドラジェを入れる。ケーキのお皿の下にしるしを入れておく。

○○○○・・・・△△△△

03・4

ゲスト全員で盛り上がる演出をする。入場したゲストからケーキデコレーション。ケーキのお
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＊記号の欄の〇はゲストをもてなすための演出、△は新郎新婦の自己満足的こだわりを表す
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て独自の想いや願いが込められ、伝統や習慣を意

識するという考えさえもないほどである。

　日本のウェディングケーキの変化の特徴として

は、その時代の社会的環境や状況が大きく関わっ

ていることが挙げられる。かつては、経済的余裕

から見た目や演出によりこだわったものが好まれ

たが、次第に挙式の小規模化からシンプルなもの

へと変化した。そして、SNS が普及し始めてから

はかわいくて写真映りが良いものへと、時代背景

に合わせウェディングケーキも常に変化し続けて

きた。色や形、高さ、使う食材や施される装飾は、

すべて二人の好みであるという点も、宗教意識の

低い日本の社会的環境が生んだ日本のウェディン

グケーキならではである。

　西洋からウェディングケーキの文化が輸入され

てから今まで、ウェディングケーキは日本の無宗

教ともいえる社会環境と、流行を素早く取り入れ

る日本人の価値観の波に流されながらも存在を維

持してきた。

　表をみるといつの時代も、ウェディングケーキ

本来の持つ伝統や西洋の習慣を取り入れたものは

なく、それを感じさせることもなかった。その結

果ウェディングケーキにおいては、伝統やしきた

りに縛られるよりも、もてなしたいという意識が

強く主張され、宗教的意味をもたなくてもよいと

いう価値観が生まれたのだと考えられる。

まとめ

　日本で定着したウェディングケーキは宗教的菓

子というよりも、宗教儀礼とは無関係に新しいもの

をスピーディーに取り入れるハイブリット型の菓子

だと言える。定番を維持しながらも部分的に流行を

付け加えたり、何種類かのものを融合させたり、付

随する儀式においても二人ならではのものが好ま

れている。この変化は、日本の社会的に宗教を意

識しない価値観があるからこそできることである。

　本論では、西洋と日本のウェディングケーキが

どのような形態をしているのかというウェディング

ケーキの実像が明らかになった。日本のウェディン

グケーキはイギリスのウェディングケーキの影響か

ら受容されたものの、現在では日本独自の変化を

遂げ、幸せの象徴としてウェディングケーキによっ

て個性を表現するものにもなった。結婚式におい

てウェディングケーキの存在が確立してからおよそ

100 年、各国は独自の文化によりそれぞれ変化、発

展を遂げてきたが、世界共通で言えることがある。

それは、ウェディングケーキを囲むことで結婚する

二人を祝福し、皆で幸せを分かち合うということだ。

〈注〉

(1)	 株式会社みんなのウェディング　https://www.mwed.jp/
(2)	 株式会社リクルートホールディングス　ゼクシィ結婚トレンド

調査　2004 ～ 2016　　　　　　　
(3)		 野田雅子「ウエディングケーキの文化史」『人間文化研究』9,2008
(4)	 野田雅子・後藤由貴「ウエディングケーキの比較研究」『名古

屋文理大学紀要』10,2010
(5)	 マグロンヌ・トウーサン＝サマ、吉田春美 ( 訳 )『お菓子の歴史』

河出書房新社 ,2005
(6)	 穴倉可奈子・三上梓「ウエディングケーキの調査と製作」『昭

和学院短期大学生活科学誌』19,2008
(7)	 ニコラ・ハンブル ( 著 )・堤理華 ( 訳 )『ケーキの歴史物語』原

書房 ,2012
(8)	 ニコラ・ハンブル ( 著 )・堤理華 ( 訳 )　注 (7) 文献参照
(9)		 イギリスのウェディングケーキは、砂糖を素材に装飾されてい

ることが外観的には重要であり、その技術はイギリスで発展し
てきた特徴的なものである。野田・後藤　注 (4) 論文参照

(10) 西洋建築で壁・柱の垂直面につくったくぼみ。古代ローマ建築
でとくに盛んに造られた。

(11) ウェディングケーキにはバラの花を飾ったり、クリームでバラ
の花を成形したりすることが多い。バラは中期の末期イギリス
に伝わり、その後イギリスの国花となった。人々を祝福すると
きは、必ずバラの花が贈られ、特に純白の花は聖母マリアのシ
ンボルとして人々に愛された。結婚式に花嫁が手にするのも純
白を象徴する白いバラの花束である。宍倉・三上　注 (6) 論文
参照

(12) 野田・後藤　注 (4) 論文参照
(13) ニコラ・ハンブル ( 著 )　注 (7) 文献参照
(14) 野田　注 (3) 論文参照
(15) ニコラ・ハンブル ( 著 )　注 (7) 文献参照
(16) 藤岡邦宏「英米文化の背景「英米人の迷信・俗信」考 (10) Ⅲ

恋と結婚―その 5　披露宴・ウェディング・ケーキ・ハネムー
ン」『倉敷芸術科学大学紀要』7,2002

(17) 野田・後藤　注 (4) 論文参照
(18)『栄養と料理』2017 年 6 月号
(19) 野田・後藤　注 (4) 論文参照
(20)「marry プレ花嫁の為のかわいい結婚式準備アイデア」	https://

marry-xoxo.com/articles/2282
(21) 粂美奈子『図解入門業界研究最新ブライダル業界の動向とカラ

クリがよ～くわかる本 [ 第 2 版 ]』秀和システム ,2013
(22)「ウェディングケーキくらぶ」　http://www.paris-rose.net/

first.html
(23) 野田・後藤　注 (4) 論文参照
(24)「二人が新しい夫婦として完成する」という意味を持ち、カラー

ドリップケーキとも言う。ケーキ入刀の代わりに蜂蜜やメープ
ルシロップ、キャラメルシロップなどを上から垂らすことによ
り、インパクトに加え、遠くからも見ることができるという招
待客への配慮もある。　注 (29) 掲載サイト参照

(25)		砂糖と卵白を混ぜた物を固まる前にクッキーの上に絞りだして
デコレーションしたもの。

(26)		garland( 頭や首につける ) 花輪、花冠のこと。豊饒・勝利など
の象徴とされている。

(27)	『ゼクシィ首都圏』2017 年 5 月号 P160~167
(28)	穴倉・三上　注 (6) 論文参照
(29)	藤高　注 (16) 論文参照
(30)	粂美　注 (21) 論文参照
(31)BEST	BRIDAL	resort	http://www.hii.jp/words/34.html
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