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アメリカでのファストフード

今日のアメリカでも、ファストフードは社会の

中で大事な部分となっています。 アメリカに

は20万以上のファストフード店があり、毎日

5000万人ものアメリカ人がファストフード店

を利用しているといわれています。 起源とし

ては第二次世界大戦後、自動車の大衆化、

高速道路の整備、労働者の増加などが生

じ、生活のペースが速くなったことから手軽に

食べられる食べ物の需要が高まり、その願い

を叶えたのがファストフードでした。

ファストフードはいつもおいしく、安く、早く提

供されるので人気でした。数年間で、ファスト

フード業界は爆発的に発展しました。多くの

ファストフードレストランは家族が時間を過ご

す場所として親しまれており、懐かしい子供

の頃を連想させるものにもなっています。

それに加えて多くの若者が、初めて就職する

場所の１つともなっており、謙虚さ、仕事の

大変さ、社会性など基本的な社会人として

の知識やマナーを身に付ける場所でもありま

す。ファストフード店は料理だけではなく、試

練の場ともみなされているのではないでしょう

か。米国には、日本の「お客様は神様です」

と少し似た言い回しがあります。 「お客様は

いつも正しい」 です。ファストフードのアルバイ

トをすることで多くの若者はこの言葉の意味

が分かるようになるのでしょう。



ファストフードの種類

ファストフード店内で売っている食べ物が多

くあるように、ファストフード店の種類も多

様です。ハンバーガーを販売するファスト

フード店が最も人気ですが、ドーナツやコー

ヒーなどを売るようなところもあれば、チキン、

サンドイッチ、ピザなどを販売するファスト

フード店も人気が高いです。

ハンバーガー店

バーガージョイント(ジョイントは所という意

味です)ともよく呼ばれ、ファストフード店の

中で最も人気です。名前の通りハンバー

ガー専門店ですが、ナゲット、チキンサンド

イッチなどチキン料理を販売する店も多くあ

ります。



ハンバーガー店の中には、お客さんが入りや

すいようにカラフルで暖かい色を使ったデザイ

ンをしたり、子供たちのための広い遊び場を

設置したりしているところもありますが、お客さ

んの回転を早くするために席の座り心地を最

低限にし、長居させないように設計されてい

る店もあるそうです。ハンバーガー店は、どこで

も必ず見つけられるほど多いので、ハンバー

ガーを信じられないほど安く売ったり、驚くほど

想像のつかない材料のハンバーガーを売った

りして、様々な工夫をしています。 あるハン

バーガー店では、バターを塗ったテキサストー

スト（アメリカでは、テキサス州のようにでかい

ということからそう呼ばれる厚いパンのこと）に

バーベキューソースをかけたダブルチーズハン

バーガーを売っています(超オススメ)!

ハンバーガーを売っている多くの人気チェーン

店では、パンケーキやソーセージを載せたビス

ケットサンドイッチなどのような朝食も売ってい

ます。 卵とソーセージをクロワッサンで挟む店

もあります。

おそらく、世界中で人気のファストフード店の

メニューは同じなのではないかと思っていませ

んか？その答えは「ノー！」です。 世界的に

人気のあるチェーン店の多くは、売り場に合

わせたメニューを提供するのが普通です。とい

うのも、なんとアメリカには、あの人気のエビフ

○レオはありません！



ドライブイン

アメリカには、昔からドライブイン式レストラ

ンがありました。ドライブスルーと違って、列

に並んで注文するのではなく、インターホン

のそばに駐車して注文し、注文したものは、

店員が丁寧に車まで持ってきてくれます。

店員が車までローラースケートで滑ってきて

渡すお店もあります！受け取ったらそのまま

駐車した車の中で食べても構いません！よ

り効率的であるドライブスルーが登場してか

らは、最近はあまり見かけられませんが、レ

トロな雰囲気のお店には残っています。

サブサンドイッチ店

サブは細長くて円筒形のサンドイッチの一

般的な名前です。呼び方はアメリカの地域

によって異なります。 例えば、ニューヨーク

州の人はサブサンドイッチを「ヒーロー」と呼

んだり、フィラデルフィア州の人は「ホーギー」

と呼んだりしますが、一般的にはサブ(サブ

マリンサンドイッチの省略)です。サブサンド

イッチには材料を何でも載せることができま

すが、普通はハム、チーズ、レタスなどをパ

ンに挟みます。 従業員が具材の注文を聞

き、目の前でサブサンドイッチを作る店もあ

ります。これは自分のために作られたものだ

なと実感させてくれます。日本にもこのよう

なお店が進出していますので探してみてく

ださい！



アメリカのチキンをメインとするファストフードと

言えばあのアルファベット三文字のお店が出て

くるでしょう。 ハンバーガーが占めていたファス

トフード業界に新たな道を切り開き、今はチ

キンのファストフード店も人気で数えきれない

ほどあります。しかも、アメリカ人は牛肉や豚

肉商品よりもチキンを消費するようになったと

言われています。チキン専門店のメニューは

普通のパンのチキンサンド、チキンアンドビス

ケットで作られたサンドイッチやフライドチキンア

ンドワッフルなどです。

フライドチキンといえば、アメリカの南部が思い

浮かびます。アメリカの南部は「健康に悪いだ

ろうけど美味しいからまず食べよう」という気に

させる料理、特にフライドチキンで有名だから

ではないかと思います。アメリカの南部のジョー

ジア州を拠点にする有名なチキン専門店は、

社長がキリスト教で聖なる日とされている日

曜日を全店の定休日としています。面白いこ

とに、日曜日に限って猛烈に食べたくなるとい

う現象があり、アメリカ人なら皆が経験してい

るはずです。

チキンがメインのお店



アメリカにはヒスパニック系の国から来た人がた

くさんいます。アメリカで使われている言語の第

2位がスペイン語であるということはその証です。

メキシコの料理にちなんだあるチェーン店が特

に有名です。通常、ヒスパニック料理店では

テックス・メックス、いわゆるアメリカ式とメキシコ

式の料理のフュージョン料理を提供します。 こ

れには、皆さんがご存知のタコスやブリトー、ト

ルティーヤという食べ物が含まれます。トル

ティーヤに覆われたブリトーなど、 メキシコの伝

統料理ではないものも含まれているため、メキ

シコの伝統料理だと誤解されることもあります。

安いお店が多く、お腹がいっぱいになるので、

大学生にとても人気があります。

他には、伝統的なヒスパニック料理を提供する

お店もあります。例えば、フロリダ州にあるもう

一つの人気チェーン店は、キューバ式ヒスパニッ

ク料理を提供するお店です。フロリダ州の南部

には、船などでキューバからアメリカに移住して

きた人々のコミュニティがあり、その料理や文化

もフロリダ州全体に広まっています。主な食材

はご飯、豆、焼いた鶏肉やバナナなどで、とて

もおいしいです。

ヒスパニック料理店



ファストカジュアル

ファストフードレストランはスピードを提供し

ますが、ファストカジュアルレストランはより

良い食材を使っていることをアピールするお

店です。そのため、ハンバーガー店やファス

トフード店よりも高価です。 代表的なファ

ストカジュアルレストランの売りポイントは食

べ物にオーガニックで質の高い材料を使う

ことです。ここでは注文中にガラス越しに料

理の材料、例えばチキンが焼かれていると

ころなどを見ることができ、新鮮な印象を

与えてくれます。しかも、ファストカジュアル

店の店内は他の種類のお店よりもおしゃれ

で居心地のいいスペースが多いです。ファス

トカジュアルレストランは値段が高い分、夕

食に合う量や美味しさを提供しています。

ガソリンスタンド

アメリカのガソリンスタンドにはたいていお店

が併設しています。 このお店はガソリンを

給油するついでに買い物をするのが便利と

いうことでコンビニエンスストア（便利なお

店）と呼ばれています。 サービスの向上の

ために、このコンビニエンスストアにはホット

ドッグ、またはジャイロと呼ばれるギリシャの

食べ物など多様な料理を提供しています。

時々、有名なレストランが入っていることも

あります！



食べ物の量

アメリカのファストフード店は量も非常に多

いです。 客の要望に応えて食べ物の量が

どんどん増え、それが売りになったところもあ

ります。例えば、Mで始まるある有名なハン

バーガー店は1955年には約100グラム

だったハンバーガーが、今注文できる最大

のハンバーガーはなんと約260グラムにもな

りました！ 40個入りのナゲットも売ってい

ます!

以前は、スーパーサイズというさらに大きく

するオプションもありました!しかし、ある男

性がハンバーガーが体にどんな影響を及ぼ

すかを試みるために、自分を実験台にして

1日３食30日間、毎日このハンバーガー

店で食事をするという映画が公開されまし

た。この映画では、ハンバーガーなどのファ

ストフードを食べすぎると心身に影響を及

ぼすと描かれたことから、公開された6週間

後には、このハンバーガー店は一番サイズ

の大きいスーパーサイズのオプションを廃止

することとなりました。



終わりに

アメリカのファストフードについて少しお分か

りいただけたでしょうか。ファストフードはアメ

リカ文化の主要なところではありますが、そ

の美味しさゆえにアメリカが肥満問題を抱

えている理由にも挙げられます。ファスト

フードの食べ過ぎによる肥満は、一般的に

少数民族と低所得層の問題と考えられて

いましたが、最近の研究では収入に関係

なくファストフードが引き起こす問題とされて

います。

これまでの話を読んで、お腹を空かせてい

ないでしょうか？ご覧の通り、アメリカ人は

ファストフードが大好きで、ファストフードは

良くも悪くもなくてはならないものにもなって

います。アメリカに行く機会があれば、ぜひ

ファストフード店を探してみてください。お店

の数や量の多さにきっと驚くはずです。

最後まで読んでいただきありがとうございま

す！



次回：
「何もかも可愛い」アメリカから
日本に来て驚いたことを紹介！

９月２９日（水）



画像出所表示一覧（順番）
1. “Fast Food” by Christian Cable is licensed under CC BY 2.0
2. Jimmy John employees having fun making sandwiches (Public 

Domain) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jimmy_John_employ
ees_having_fun_making_sandwiches.jpg

3. Cutters Wingy (Public Domain)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cutters_wingy.jpg

4. Sonic Burger (Public Domain)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fast_food_hamburge
r_from_Sonic_Drive-In.jpg

5. Big Mac (Public Domain)
https://search.creativecommons.org/photos/3ae7977f-c379-
45f9-9838-08b493853854

6. “At the West Hollywood Halloween Costume Carnival” by 
Clinton Steeds is licensed by CC BY 2.0

7. Sandwich (Public Domain)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandwich_(1).jpg

8. Fried Chicken (Public Domain)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fried_chicken_served
_at_a_restaurant_with_french_fries.jpg

9. “Shredded Pork Burrito” by Swift Benjamin is licensed under CC 
BY 2.0

10. “Tacos in a soft tortilla 8” by Kurt Kaiser is licensed under CC0 
1.0

https://www.flickr.com/photos/67287915@N00/282678968/?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.flickr.com/people/67287915@N00?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jimmy_John_employees_having_fun_making_sandwiches.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cutters_wingy.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fast_food_hamburger_from_Sonic_Drive-In.jpg
https://search.creativecommons.org/photos/3ae7977f-c379-45f9-9838-08b493853854
https://www.flickr.com/photos/74174844@N00/3151469699
https://www.flickr.com/people/74174844@N00
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandwich_(1).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fried_chicken_served_at_a_restaurant_with_french_fries.jpg
https://www.flickr.com/photos/metalcowboy/410860767/
https://www.flickr.com/people/23792318@N00
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

