
水あめ使用で失敗知らず

＜チョコレートのテンパリング＞
❶�チョコレートをボウルに入れて
湯煎にかけ、空気が入らないよ
うにかき混ぜながら溶かす。
❷�チョコレートの温度が40℃〜
45℃になったら湯煎からはず
し、ボウルの底を10℃〜
15℃の冷水につけて混ぜなが
ら温度を下げる。
❸�温度が27℃〜28℃になったら
再び湯煎にかけ、温度が30℃
になったところで使用する。

ケーキボールの生地が
うまくまとまりません。

生地がポロポロ崩れて
しまうようなら、チーズの
分量が足りないのが原因です。
練って滑らかにしたクリームチー
ズを生地に追加して、滑らかにボー
ルがまとまるように調整してくださ
い。逆に生地がベタベタして柔ら
すぎるようなら、スポンジケー
キを足してちょうど良い固
さにしましょう。

作りたい色のチョコレート
がないのですが…

P12で紹介したチョコ
レートは、色を混ぜてオリジ

ナルの色を作ることが可能です。
混ぜる際は、両方のチョコレートの濃
度（固さ。溶け具合）を必ず同じにし
てから混ぜてください。溶かしたチョコ
レートに溶けていないタブレットを加
えると、ダマになってしまってきれい
にディップできません。これは、同
じ色のチョコレートを追加する
場合でも同様です。

固まったチョコレートの
表面が白っぽくなって
しまいました。

チョコレートの表面が
白っぽくなってしまうことを
ブルーム現象と呼びます。これ
はチョコレートを溶かすときに
過熱しすぎたことが原因です。レ
ンジで加熱するときは一度に長時
間加熱せず、必ずこまめに取り
出して混ぜながら状態を確
認してください。

アイシングを置いておいたら
分離してしまいました。

分離してしまったア
イシングは、使う分を小さ
な容器に取り分けてスプーン
でよく混ぜてください。分離す
る前の状態に戻れば、再度使用可
能です。着色した後のアイシング
は水分が多く傷みやすいので、
なるべく一度に使い切るよ
うにしましょう。

外国製のチョコレート
以外でも使えますか？

市販のクーベルチュール
チョコレートをツヤがある状態で

固めるには、テンパリングという作業が
必要になります。家庭で上手にテンパリング
をするのは難しいので、テンパリング不要の
チョコレートを使うのがおすすめです。国産のテ
ンパリング不要チョコでも問題ありませんが、色
のバリエーションが少ないのが難点です。チョコ
レートは水性の食用色素ではきれいに着色できま
せんので、ホワイトチョコレートを好きな色に着
色するにはチョコレート用の色素を使用する
必要があります。味を重視してクーベル
チュールチョコを使いたい場合は、下
記を参照してテンパリングを

行ってください。

溶かしたチョコレートが固くて、
うまくディップできません。

ショートニング、サラダオ
イル、専用のオイルフレークなどを

加えてください。チョコメルツは、レンジ
での過熱が足りなくても、過熱しすぎでも固
くなります。状態をみて混ぜながら短時間ずつレ
ンジにかけ、一番よい状態になったところで使用し
ましょう。レンジにかけすぎ
ると焦げてしまうこともある
ので、慣れるまでは十数秒ご
とにこまめにチェックをす
るのがいいと思います。
チョコレートをスプーン
で落とすと、滑らかに
落ちていくような濃
度が最適です。

コーティングした
チョコレートが、時間が経ったら
割れてしまいました。

ケーキボールが冷えす
ぎていたことが原因です。
成形したケーキを冷蔵庫で冷や
すのは約10分を目安とし、ケーキ
が冷えすぎている
場合はディップす
る前に少し室温
に置いておきま
しょう。

チョコレートの表面が
ボコボコしてしまいます。

チョコレートを混ぜる
ときに、空気が入ってしまっ

たことが原因です。混ぜるときは
空気を入れないようにゆっくりとス
プーンを動かしましょう。チョコレー

トが固まる前の表面に
大きな気泡がある場合
は、爪楊枝を刺して
空気を抜き、周りの
チョコレートとな
じませます。

ケーキボールを作るときの、
材料の分量調整の仕方は？

ケーキボールを作るのに
必要な砕いたスポンジケーキは、

元のスポンジケーキのサイズによって出
来上がる分量が変わってきます。まずは
ケーキを細かく砕いて重さを計り、それに応じ
て下記の要領で他の材料を調整してください。
基本のレシピ（スポンジ200g、クリームチーズ
50g、粉糖75g）に対して、スポンジが20g増え
るごとに、クリームチーズは5g、粉糖は7.5gず
つ増やしていきます。たとえば、出来上がった
スポンジケーキの分量が280gだった場合は、
クリームチーズを20g増やして70g、粉糖
を30g増やして105g用意しましょ
う。減らして調整する場合も

同様です。

作ったデコポップケーキの
保存方法は？

デコポップケーキは中
にクリームチーズを使用して
いるため、長期間の保存には向き
ません。冷蔵で2日ほどの保存が可能
ですが、できるだけ作った当日に食べ
きるのがベストです。また、アイシン
グでデコレーションをしたケーキは
冷蔵に向きませんので、デコレー
ションをする前の状態で冷蔵
保存してください。

各過程での、保存期間と方法
について教えてください。

デコポップケーキを作る過
程での、それぞれの材料の保存方法

は以下になります。
スポンジケーキ…冷蔵で5日、冷凍で1か月保
存可能。自然解凍で室温に戻して使用する。
ケーキボール…冷蔵で2日、冷凍で2週間保存可能。
使用する際は冷蔵庫でゆっくり解凍する。
デコポップケーキの完成品…冷蔵で2日保存可能。冷
凍不可。
アイシング…常温で2日。絞って固めたものは、乾燥
材と一緒に密閉容器に入れれば1年ほど保存可能。
シュガーペースト…常温で5日、冷蔵で約3週間
保存可能。固めたものは、乾燥材と一緒に密
閉容器に入れれば1年ほど保存可能。

プレゼントやパーティにピッタリ

お絵描き生地（PD）の色付けが
うまくいきません

色粉は
少しずついれましょう
PDの色付けは手間に思え

ても少しづつがポイントです。色
粉をいれすぎて濃くなってしまったと
きは、ノーマルの白いPDを混ぜて色を薄め
ることもできますが、様子をみながら徐々に
その色に近づけることがうまく作るコツです。
色粉の組み合わせで色は無限大に作れます。そ
のため、逆にまったく同じ色を作るのは難しい
です。少なくなるよりは多めに作っておきま
しょう。残った分は冷凍庫で30日間ほど保存
がききます。また、スプーンで2mmくらの
厚さにし、170度のオーブンで10分焼
くとそのままクッキーとして食

べられます。

焼いたら絵の色や形が
変わってしまいました･･･

描き方に
コツがあります
型紙よりも気持ち小さ

めに描くと焼きあがりでちょ
うどよい大きさに仕上がります。ま
た、PDが薄い色のものほど下の生地
の色が透けることがあります。薄い色
の生地は少ししっかりめに塗るとよいで
しょう。逆に色粉を多量に使っている濃
い色の生地は割れやすくなっています
ので、厚く塗りすぎないように、竹
串などで表面をならして伸ばし
て塗ってください。

水あめを使うとき、ベタついて
糸を引いてしまうのですが

水をつけた手で
使いましょう

水あめの分量をはかると
きや、ボールに移す時は、水をつ

けた手が一番です。ゴムべらや、ス
プーンを使っても構いませんが、その場
合も必ず用具を水につけてからにしましょ
う。表面が水分でコー
ティングされると、水あ
めのネバネバが残りづ
らくなり、使うたびに
糸を引いて困ってし
まうということを
ふせげます。
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シートの洗い方を
教えて下さい

シートはまずバット
に置き、水と洗剤でしめら
せ、流水で汚れを流します。
こすったりすとシートが破損す
るので注意して下さい。また、
細かいパーツはマスキング
テープなどで大きなシート
にはっておくと紛失しに
くいです。

型抜きクッキーの形
がくずれます。

オーブンシートを
そのサイズより一回り大
きく切り、その上で生地を
伸ばしましょう。生地に型を
あてたら周りの生地をとりの
ぞきます。抜いた生地を移
動しなくて済むのでくず
れが防げます。

クッキーを指定時間
焼いたのに
焼けていません。

ペインティングペー
スト（PP）を多くのせたり
すると焼き時間が長くなってし
まいます。その場合は5分程度延
長して焼けば問題ありません。ま
た焼いたあと天板にのせたまま、
電源を切ったオーブンに冷めるま
でいれておくと焼き過ぎること
なく余熱でカリッと仕上が
ります。

シートがうまく
切れません

カッターナイフよりも
繊細なカットができるのが
デザインナイフ。100均などで
売っているので是非替刃とともに
お求めになるといいと思います。ペ
ンで描く感じでカットできます。ま
た下にマットを敷くと切りやすい
です。あとは4ページの切り方
のコツと、基本のページを
参照ください。

焼いたあとにＰＰが
広がりました

PPは温度が高くな
るとバターが溶けて少し
広がります。塗る際は、生
地が透けるか透けないくら
いの厚みが最適です。何度
か焼いて適量をつかんで
みてください。

お絵描きの途中で失敗しました。
直せませんか

巻いたらケーキの表面に
ヒビが入りました･･･

巻くと絵が中心から
ずれてしまいますふきとれば

何度でも描き直せます
お絵描きしたシートの
置く位置を型の中央より
少しずらしてみて

乾燥させないように
気をつけて

PDのお絵描きは、冷凍庫で
固めてしまう前ならば何度でもやり

直しが可能です。間違えてしまった部分を
綿棒や、オーブンシートなどで拭き取り、再度
コットンなどにひたした油を塗って、描き直しま
す。PDが固くてうまく広い範囲に塗れないとき
は、少しPDを常温でおいておくと生地がゆるくなっ
て描きやすくなります。反対に、描くのに時間がか
かってPDがゆるくな
り、細い線が描きづら
くなった場合は、PDを
コルネにいれたまま
冷凍庫で少し冷や
しましょう。 焼きあがって、オーブン

シートをはがした後、そのまま
にしたり、冷蔵庫にいれたりしてい
ませんか？表面が乾燥すると、ヒビ割れ
の原因になるます。シートをはがしたあと
は、新しいシートで必ず表面をのせておき
ましょう。粗熱がとれたあたりで、冷え切
る前にクリームをのせて
巻いてしまうのもポイ
ントです。冷蔵庫で冷
やすのは巻き終わっ
て か ら に し ま

しょう。

本誌で紹介しているデコ
ロールケーキはすべて1巻きのデ

コロールです。そのため、生地の巻き
こみ部分はありませんが、ロールケーキの
とじ目になる部分で、ケーキの端から1〜
2cmほどが巻いたときにスポンジ同士重なって
短くなります。この部分の長さによって、スポ
ンジに描かれた絵が上下にずれてしまうことが
あります。スポンジの絵の下側にとじ目を作
る場合は、お絵描きしたシートを型の中央よ
り少し上に、絵の上側に作る場合は中央
より少し下にずらしておいて、スポ
ンジ生地を流し込み焼きあげま

しょう。

シートはずっと使えます

焼きあげたあと、シートをはがすと
スポンジから絵がはがれてしまいます

お絵描き生地を描くときに生
地の厚みが薄すぎたり、シートに引いた

油が不足したり、焼きが足りなかったりするこ
とが原因で、焼きあがったあと、絵がはがれてしま
うことがあります。基本的にドット模様は安定しやす
く、細いラインや、色粉を使用した部分ははがれやすい傾
向がありますので、細かな模様部分をはがすときはあわてず
ゆっくりとはがしましょう。はがす際はシートをもちあげるよ
うに行うのはNGです。まずは絵の無い部分を先にはがして、絵
の部分は上下から少しずつシートを指の間で滑らすようにして
めくっていきましょう。それでもはがれそうなときは、一旦
オーブンに戻してケーキの表面
を少し温めてから、もう一度
作業を行いましょう。はがれ
てしまった絵は、ナイフな
どでシートから削り取っ
て、クリームで表面に
はりつけし直すこと

もできます。

シートをいっぺんに
はがしてはいけません ロールケーキの生地に

穴やシワができました･･･

生地作りのさい、粉をいれた
あとの混ぜが足りていないかもしれま

せん。粉っぽさがなくなってサラサラに流れ
るようになるまで、生地をしっかりと混ぜましょ
う。これが、きめの細かいスポンジを作る最大のポイ
ントです。絵も取れづらくなります。また、生地に気泡
がたまっていてもケーキに穴があく原因になるので、焼く
前に、生地を流し込んだ天版を下からトントンと叩きま
す。このさい、叩くのが弱すぎたり、回数が少ないと、気泡
が抜けきらずに残ってしまう
ことがあるので注意してくだ
さい。焼きあがり後はすぐに
ケーキからわら半紙とオー
ブンシートをはがしま
しょう。はがさずに冷ま
してしまうと、表面
にシワができてし

まいます。

生地の混ぜや
叩きが足りない可能性が

丸い型で抜いたはずの
クッキーが楕円に
変形しました

生地を伸ばす方向が同じ
方向ばかりだったり、力を入れす

ぎるとこうなります。生地をまわしな
がら伸ばす力の方向を分散させて力をぬ
いて伸ばしましょう。また、型抜き後に取
り外した周りの生地は何度も使えますが、そ
の際生地を丸めてから再利用すると焼いた後
に変形しやすくなります。切り落とした生地
は洗濯ものをたたむようにしてきれいにた
たんで、上から全体を押して伸ばしてく
ださい。伸ばしたあとは、ラップをし
て冷蔵庫で30分休ませると変形
はほぼ完全に防げます。

生地作りの途中で
バターが溶けて
クリーム状に…

サクッとしたクッ
キーにしたいのでバター
は冷蔵庫から出したてを使
います。手にベタついてき
たら冷凍庫で10分ほど冷や
してベタつかない状態で
再開しましょう。

焼いたあと表面に
茶色の斑点が…

シロップの砂糖が溶
けていないとそこが茶色に
なります。透明になるまでよ
く溶いて下さい。また温度が低
いところにできたシロップをお
いておくと再結晶して同じよう
になります。人肌程度に冷め
たらすぐに使うようにし
ます。

絵が膨らんで形が
いびつになりました

ベーキングパウ
ダーの量はあってい
ますか？分量よりも多
く入れる過ぎると膨ら
んで変形する原因に
なります。

バターは
有塩でもいいですか？

構いません。ただ
しその場合も分量の塩
は入れてください。粉の
弾力のために必要です。
塩スイーツのような仕
上がりになります。
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