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アラブ諸国における伝統食の変容 ― 社会変化とファストフードの普及
Transformation of traditional foods in the Middle East: social
change and expansion of fast food.
After the 1990s, the number of western fast food restaurants has rapidly increased in the Middle
East. This trend is not surprising since the principles of Islam do not contradict the current system
that is adopted by many fast food restaurants. First, the religious precepts of Islam on food only
prohibit pigs, dogs, and alcohol. These restrictions are fewer than those of Judaism and Hinduism.
Even though the fast food restaurants are from the non-Islamic world, they face few obstacles in
expanding their restaurants to the Middle East. Second, services such as home delivery and the
drive-through, which are characteristic of western fast food restaurants, are aligned with the Islamic
tradition that believes in avoiding the exposure of women to the public eye.
Several western-style fast food restaurants of local capital, which offer food adapted to the
local taste at a cheaper price, were built after 1990s. However, they are lesser in number than
the ones of western capital. In addition, it is possible that the social hierarchization of meals is
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becoming more apparent. In other words, consumers of relatively expensive western fast food are
considered to be of a higher class than those who consume cheaper local food.
As a result of this research, I have observed that with the spread of western-style fast food
in the Middle East, a new trend is emerging that is the fusion of traditional and western-style
fast food. There are different types of fusions. The first type offers traditional ingredients in the
form of western fast food. The other type provides traditional dishes in stylish Arabic fast food
restaurants.

はじめに
画一的にとらえられがちなアラブ地域の食は、実は非常に多様である。アラビア半島の食は古来より
インド洋における東西交易で人の往来が盛んであった南インドの影響を強く受け、インド地域でいうビリ
ヤニなど長粒米を用いた料理が同地域を代表する料理とされている。レバノン、パレスチナ、ヨルダン
などの東アラブ諸国では、オスマン朝の影響を受けた遊牧系の料理が中心で、羊肉や乳製品を料理
に多用している。一方、東アラブ諸国と隣接しているにも関わらず、エジプトなどの北アフリカ諸国は東
アラブ諸国とは全く異なる。この地域の食はアフリカの食文化の影響を受け、豆、鶏や鳩、ネギやニン
ニクなどを使用した料理が伝統的な料理とされる。このように、アラブ諸国は食文化ひとつとっても非常
に多様である。これらの伝統的な食は、いずれも下ごしらえと調理に多くの手間と時間を要するが、遅
い昼食として家族揃って摂る習慣がある。またこれらの伝統的な食は、日常口にする食事であると同時
に、祝い事など「ハレ」の時にも食されてきた。
食に対しては保守的といわれるアラブ諸国において、近年欧米資本のファストフードが急速に普及
し、これまであまり出回ることのなかった輸入冷凍食品も増加した。このように食を巡る状況が大きく変
化する一方、現代のアラブ社会の食にどのような変化が起きているのかについては研究がほとんど進
んでいない。しかも、これまでのアラブ諸国の食文化研究は、食の領域にもグローバル化が進展してい
るにもかかわらず、文化史あるいは社会史の片隅で扱われるのみで、アラブ地域全体をひとつの対象
と捉え、全体を俯瞰した研究を行ってこなかった。

1. 調査目的と調査対象
アラブ地域で現在普及しつつある欧米資本のファストフードは、いずれも割高な「高級食」であるが、
エジプトのような、1日2ドル以下で暮らす貧困層が国民の 3 割近く存在する国においても急速に普及し
つつある。この背景には一体どのような社会変化があるのか、またファストフードの普及により、伝統料
理はどのような影響を受けたのだろうか。さらには、食の変化に都市と地方で差はあるのだろうか。こ
れらの問いに答えるため、アラブ諸国における中心的な国家として、アラビア半島ではアラブ首長国連
邦のドバイ、東アラブ地域ではヨルダン、北アフリカではエジプトを事例に考察する。調査の対象とした
地区は、繁華街など店舗が集中する地区に限定した。対象となったファストフード店は、西欧資本と現
地資本の両者である。エジプトの首都カイロとその近郊では 34 件、ヨルダンの首都アンマンでは 8 件、
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アラブ首長国連邦のドバイでは 17 件、オマーンの首都マスカトではショッピングモールを中心に 23 件を
対象に調査を実施した。調査した項目は、客層、立地、メニュー、展開状況などである。なお、アラブ
諸国の食に関する研究では、ファストフードに関する資料が乏しいため、現地調査ではデリバリー用の
メニューやパンフレット類も多く収集し、考察の対象とした。

2. ファストフードの普及
アラブ地域の長い歴史のなかで、人々が手軽に食することができるファストフードに類するものがな
かったわけでない。例えばエジプトでは、19 世紀半ばに綿花栽培が盛んになり労働者の数が増加する
と、彼らの需要を満たすために安価で手軽な軽食、コシャリが登場した。しかし、炭水化物とタンパク質
が中心のこの「ファストフード」は、力仕事に従事する労働者層のものとされ、富裕層が日常口にする
食事とはみなされなかった。労働者層の食べ物であったファストフードが中間層や富裕層にも身近に
なったのは、冷戦が終結した 1990 年代以降、アラブ諸国においてもグローバル化が進展してからであ
る。ハンバーガーやチキンなどを扱ったファストフードを国際展開する企業が相次いで進出し、スーパー
には冷凍食品があふれるようになり、外食産業も急速に発達した。

写真 1 : 1911年に撮影されたカイロ市内の屋台
（撮影者不明）

写真 2 : 元祖ファストフードのコシャリ（カイロ）

2 . 1 欧米資本のファストフード普及とその背景
現在、アラブ諸国には多くの欧米資本のファストフード店が進出しているが、そのうち主なものは
クウェートにある中東最大のファストフード運営会社であるアメリカーナ社が経営している。この会社が中
東地域でフランチャイズ経営するのは、ファストフードだけでもケンタッキー・フライドチキン（以下 KFC ）
、
マクドナルド、ピザハット、ハーディーズ、チキンティッカ、バスキン・ロビンスなどである。アメリカーナ社の
2015 年の報告書によると、同社はアラブ地域を超えた50カ国に1700 店舗を展開しており、6 万 3000 名
の従業員を雇用しているという。まさに中東最大のファストフード運営会社といえるだろう。KFC に
限ってみれば、2016 年現在、世界 120ヶ国、1 万 9400 店舗を展開しているが、そのうち中東地域は
12 カ国、700 店舗を占めている。ハーディーズはアメリカを中心に世界で約 6000 店舗を経営しており、
中東地域では15ヶ国、300 店舗を展開している。
アメリカーナ社は、クウェートが 1961 年にイギリスから独立して間もない 1964 年に設立された。繰り
返された中東戦争の当事国で、欧米による厳しい委任統治の歴史があるエジプトやヨルダンなどの
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反欧米意識が強かった地域と違い、クウェートなどのペルシャ湾岸諸国はシーア派が多いイランへの警
戒心から比較的親英感情が高かった。石油収入という豊富な資金だけでなく、そのような政治的な背
景も、クウェートでいち早く欧米資本のファストフードのフランチャイズ化が実践された要因と考えられる。
イスラームが重視されるアラブ諸国において、欧米資本のファストフードが急速に拡大したことは異
様に思われるかもしれない。しかし、以下に挙げる理由から、ファストフードはイスラームに由来する伝
統や慣習と合致する要素を備えていたと指摘できる。第一に、イスラームの食に関する戒律では、豚、
犬、アルコールのみが禁じられ、ユダヤ教やヒンドゥー教などと比べると少ない。また、欧米資本のファス
トフード店であっても、そこで提供される食品は全てハラールであった。なぜならアラブ圏において流通
する食品は全てハラールの規定に基づいて処理されているからである。つまり資本元が非イスラーム圏
であることは店舗拡大の障害とはならないのである。第二は、欧米のファストフード店が取り入れた宅
配やドライブスルーというシステムが、女性を人目にさらすことを避けるイスラームの伝統に合致したとい
うことである。本調査を通しても、失業率が高く超人口過密都市のカイロでも、驚くほどファストフードの
宅配が利用されていることが確認された。ドライブスルーについては、エジプトでは確認されなかったが
オマーンでは複数確認された。それは、オマーンは国民の平均所得が高いため自家用車の所有率が
高く、広い敷地を店舗として確保できるためと思われた。

写真3：店先に宅配バイクが並ぶマクドナルド（カイロ）

写真 4：宅配バイク（カイロ）

2 . 2 ファッション化するファストフード
欧米資本のファストフードは 1990 年代に急速にアラブ地域に広まったが、その価格は中間層が気軽
に手を出せるような安価なものではなかった。しかし 2000 年代頃からグローバルな価値観を世界と共
有する青年層が、味よりも格好よさ、ファッションとしてファストフードを受け入れるようになった。それは、
中間層の生活が相対的にではあるが向上したことも要因と思われるが、この頃からアラブ各国で巨大
ショッピングセンターであるモールが相次いで建設され、そこにファストフードが出店したためと思われる。
モールは一般的に郊外に建設され、そこへのアクセスは自動車に限定されることが多い。自動車を購
入することができる富裕層の集まる場としてモールが位置づけられるとともに、欧米資本のファストフード
の顧客が都市部の比較的裕福な者達となった可能性を指摘できる。
アラブ諸国のファストフードが都市部の食べ物となったことは、その店舗の分布からも明らかであ
る。アラブ地域におけるファストフード店の展開の特徴は、都市部に店舗が集中し、地方都市に極
端に少ないことである。中東以外の諸国も同様の現象がみられると思われるが、中東地域における
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ファストフード店の進出は、他の地域よりも人口分布と所得水準に大きく規定されるようである。都市と
農村で貧富の差が激しいエジプトでは、店舗は都市部に集中している。エジプトは総人口 9200 万の
うち首都カイロに 1800 万が集中しているが、全国 74 店舗のうち 46 店舗がカイロ、人口第二の都市で
地中海沿岸にあるアレキサンドリアには 20 店舗が確認された（ 2016 年末の段階）。その他は紅海沿岸
のリゾート地、スエズ運河沿いの港湾都市にあり、貧困地帯であるエジプト中部と南部は、合わせても
わずか 1 店舗であった。同様に、エジプトにおけるマクドナルドは全国で 66 店舗を展開しており、そのう
ちカイロに37 店舗、アレキサンドリアに18 店舗、エジプト中部と南部ではわずか 3 店舗であった。これら
のデータから、欧米資本のファストフードの顧客は、都市部の中間層から富裕層といえる。
2 . 3 現地資本ファストフードの発展
欧米資本のファストフードチェーンがアラブ各国に進出すると、その経営スタイルを模した、しかしよ
り安価な地元資本のファストフードが複数誕生した。マクドナルドやバーガーキングなどは世界のどこ
で食べても同じ味になるよう厳しい規定が設けられているが、現地資本のファストフードは地域住民
の味を取り入れ、世代による味覚の変化に素早く対応したメニューを提供することで幅広い客層を獲
得している。エジプト資本のファストフードチェーンの主なものだけでも、Momen 、Tom and Basal 、
Koshari Zizo 、The doctor 、Koshary Abou Emad 、El Rahmany Koshary 、Gadなどを挙げる
ことができる。これらはいずれもデリバリーだけでなく、インターネットでのオンライン注文も取り入れている
点で、欧米資本のファストフードと何ら変わりない。
モウメン（ Momen ）を例にみてみよう。モウメンは、1988 年にモウメン家の兄弟がカイロ郊外の新
興住宅街で第一号店を創業した。現在はカイロで 25 店舗、アレキサンドリアで 8 店舗を展開し、年間
950 万人に 1200 万食を提供するエジプトを代表するファストフード店となった。ローカルな小規模経営
だったモウメンが変化したのは、2001 年に経営者のムハンマド・モウメン氏が国際市場に進出するた
め、店舗に子供用が遊ぶスペースを設けるなど、欧米的な経営方針を取り入れたことがきっかけだった
という。デリバリーシステムも導入し、店舗の内装は西欧資本のファストフードを模したものに変えた。そ
して 2005 年に初めてスーダンに海外支店を出したのをはじめ、エジプトにおけるモウメンの客層である
中産階級の出稼ぎ先である、ドバイ、クウェート、バハレーン、サウジアラビアなどのペルシャ湾岸産油
国、同じく隣国の産油国であるリビアにも支店を出した。今後は、イスラーム教徒の多いマレーシアや
インドネシアなどの東南アジアに進出する計画であるという。

写真 5：モウメンの店内

写真 6：モウメンの店内

以上、エジプトを例に上げたが、その他のアラブ地域でも中間層に焦点を当てた、より安価で現地
の味を取り入れたローカル・ファストフードが多く展開していることが確認された。広いアラブ地域を
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一般化することはできないが、少なくとも筆者が調査したエジプト、ヨルダンでは、相対的に価格の高い
欧米資本のファストフードは富裕層、より安価でアラブ人好みの味の地元資本のファストフードは中間層
というように、住み分けされる傾向があるように思われる。さらには、食の社会階層化が進んでいる可能
性も指摘できる。それが顕著であるのはエジプトである。エジプトでは、2011 年以降の政治動乱と経済
の低迷、治安の悪化により、1日2ドル程度で生活する貧困層の割合が上昇し、2014 / 15 年度は人口
の 27.8 ％に達した。にもかかわらず、先述のアメリカーナ社の収支報告書を見ると、ファストフード店の
店舗数とその収益は上昇していた。この状況を説明するものが、食の社会階層化である。貧困層に
とっては西欧資本であっても地元資本であっても、外食そのものが非日常的であり贅沢な行為である。
つまり、ファストフードを食べることができる中間層と富裕層はより頻繁にファストフードを食べるようになっ
ているが、貧困層には全く縁のない食べ物というように、食にも階層化が進行していると考えられるので
ある。

3. 伝統食との融合：新しい形のファストフード
1990 年代以降、欧米資本のファストフード店が中東地域に広く展開し、地元資本のファストフードも
誕生するようになったが、近年ファストフードに新たな現象が起きていることを指摘することができる。そ
れは、伝統食とファストフードの融合である。融合の形態は多様で、① 伝統的な食材を用いたファスト
フード、② 伝統料理をお洒落に提供するファストフードチェーンなどが確認された。以下、それぞれに
ついて考察する。
3 . 1 食を通した伝統の創造（アラブ首長国連邦とヨルダンの事例）
まず取り上げるのは、伝統的な食材をファストフードとして提供する事例である 1 。例として、駱駝肉
を使用したファストフードを挙げることができる。駱駝肉はアラブ地域全体に見られる食肉ではあるが、
エジプトなどの北アフリカ諸国では一般的な食肉ではない。しかも、駱駝肉は高価で流通が限られるた
め、現在のアラブ地域では大量生産と流通が可能な羊や牛、鳥などが食肉としては一般的で、ますま
す駱駝肉は食卓から遠退く傾向にある。しかし、この地域における駱駝は、単なる運搬や食肉のため
の動物ではない。歴史的に部族社会とともにあった駱駝は、現在でも部族を中核にした社会構造を残
すアラビア半島諸国や東地中海沿岸諸国の一部では、地域の伝統と文化を象徴する動物でもある。
2010 年、アラブ首長国連邦のドバイにおいて、駱駝の肉や乳を使ったハンバーガーやシェイクなど
を提供する店が登場した（写真 7 、8 ）。その後、駱駝を使ったファストフードはアラビア半島の各地域、
さらにはアラビア半島と同じ部族の伝統を残すヨルダンなど東地中海地域でも提供されるようになった
（写真 9 ）。駱駝製品は他よりも価格が高いにもかかわらず、販売は拡大している。例えば、牛乳を使用
したシェイクは 28 ディルハム（ 896 円：2016 年 12 月25日の為替レート）であるが、駱駝の乳を使用した

1 ここで留意したいのは、伝統的な料理をファストフードとして提供する、いわゆる「ご当地メニュー」である。日本の
テリヤキバーガーと同様、アラブ地域ではマクドナルドが販売する「マック・アラビア」がある。挽肉に独特のスパイ
スを加えてハンバーグ状にして焼いたコフタを挟み込んだハンバーガーである。しかし、「ご当地メニュー」は世界
的に見られるものであり、アラブ地域に限られたものではない。そのため、本研究では特筆すべき融合の事例として
は除外した。
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シェイクは 33 ディルハム（ 1056 円）である（写真 10 ）。駱駝バーガー発売以降、駱駝の乳を使ったアイ
スクリームなども販売されるようになるなど、駱駝食品が次々とファストフード店やカフェで提供されるよう
になった。

写真 7：駱 駝バーガーを提供する歴史地区にある Local
House の入り口、駱駝の像とバーガーの立て看板
が設置されている

写真9：高級住宅街にある駱駝バーガーを提供するカフェ
（ヨルダン：アンマン）

写真 8：駱駝バーガー（アラブ首長国連邦：ドバイ）

写真 10：駱駝の乳を使用したシェイク
（アラブ首長国連邦：ドバイ）

興味深いのは、駱駝バーガーを初めて発売した店舗が、ドバイ政府が新たに建設した歴史地区に
あるレストランだったことである。ドバイをはじめとするペルシャ湾岸諸国は、エジプトや地中海沿岸の
アラブ諸国とは異なり、部族社会の政治構造を基盤として 1970 年代に相次いで建国された若い国家
である。国家という枠組みとそのアイデンティティーが希薄とされる同地域では、国家や国民の統合を
象徴する存在が不在であった。これは、文化の領域についても同様である。はじめにで述べた通り、
湾岸地域の食は歴史的に交易関係があったインドから強い影響を受けており、湾岸地域を起源とする
料理は非常に少ない。サウジアラビアにおいては、最初に刊行されたサウジ料理の本が 1984 年であっ
たほどである。ところが、2011 年の「アラブの春」以降、イスラーム武装組織の台頭など地域の治安の
不安定化と、シーア派を国教とするイランの政治的、経済的な台頭により、湾岸諸国政府はナショナリ
ズムを鼓舞するようになった。駱駝バーガーに大袈裟な政治的意図があるとはいえないものの、このよう
な時期に歴史地区で発売された駱駝バーガーは、自らの伝統を想起させる、いわば「伝統の創造」の
試みの一端とも捉えることができるだろう。

7

3 . 2 伝統料理を提供するファストフード店（エジプトの事例）
伝統食とファストフードの融合の二番目のパターンとして、伝統料理を「お洒落」に提供するローカル
なファストフードチェーンの誕生を挙げることができる。エジプトの事例をみてみよう。エジプトでは、街
頭のスタンドなどで手軽に食べることのできる、豆コロッケ、そら豆の煮込み、レンズ豆のスープなどが
朝食の定番である。これらは大衆的な庶民料理であるとともに、社会階層を問わず食される元祖ファス
トフードともいえる。しかし非衛生的な環境で提供されることが多く、
「格好よさ」とは無縁であった。
2012 年、これらのメニューをポップな内装の店舗でお洒落に提供する zööba が誕生した。しかも、
zööba は単調な味付けになりがちなこれらの料理を、各地方の味のバリエーションを揃えて提供した。
パンは通常ファストフード店で出されるコッペパン風の乾いたものではなく、店外からも見えるように窯を
設置し、焼きたての伝統的なエジプトパンを提供した。さらにその窯出しパンは、エジプト人が郷愁を感
じるナツメヤシの繊維で編まれたかごに乗せられ、ショーウィンドウにディスプレイされた。zööba はこれ
まで「恰好の悪い伝統食」であった朝食の定番メニューを、お洒落でポップなものに変えたといえる。
さらに zööba は商品のデリバリーも積極的に取り入れ、2011 年以降の政情不安で経済が低迷する
なか、創業から4 年の2016 年末までに6 店舗にまで経営を拡大させた。

写真11：お洒落な店構え
（zööba の HP から）

写真 12：農村風にディスプレイされた
パン（zööba の HP から）

写真13：郊 外では戸建ての店舗もある
（カイロ郊外マアーディー地区）

ファストフードではないが、伝統食の見直しという視点から別の事例を挙げることができる。それは、
エジプト料理のレストランチェーンにおいて、マムルーク朝（1250−1517）時代の支配者であるマムルーク
（コーカサス出身の元奴隷の白人軍事エリート）の食事を、歴史書をもとに再現した「復刻料理」がメ
ニューに登場したことである（写真 14 ）。この料理は、ご飯にスライスした鶏肉を巻き付け、胡桃を多く
使用したソースをかけた料理である。胡桃はエジプトでは穫れないため、非常に贅沢な支配者の料理
といえる。マムルークという外来支配者の料理であったためか、この料理はエジプト社会には定着せず、

写真 15：
復刻料理を提供するエジプト料理
チェーン店「アブー・スィード」の
メニュー、農村部の伝統的な衣装
を身につけた男性が表紙を飾って
いる

写真14：マムルーク時代の復刻料理。料理名は
ついていない。
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現在これに類する料理も存在しない。このメニューを提供しているのが、富裕層が利用するレストラン
であるため、復古料理が社会の幅広い階層にまで広がることはないかもしれない。しかし、歴史的な
文献からレシピを復刻させたことは、これまでにない新しい試みであった。イスラームへの回帰という
伝統復古の現象は、1990 年代以降社会のあらゆる面に見られる。しかし、イスラーム以外の食の領域
にまで及んだことはなかった。新しい伝統料理の創造、模索、復古の動きは、アラブ各国で今度も様々
な形で継続されると思われる。

6. まとめに
本研究では、1990 年代以降の急速なファストフード店の増加の背景を考察することで、アラブ社会
内部の変化の一端を明らかにすることができた。第一に、アラブ諸国では資本がどこであるかに関わら
ず、ファストフードそのものもが受け入れられる土壌があったことである。第二に、欧米資本のファストフー
ドの店舗数は増加する一途であるが、アラブ地域ではその食文化に飲み込まれることなく、独自の食
文化を守りつつ、西欧の食文化と融合することで新しい食文化を萌芽させていたことである。そして最
後に、本研究の結果浮かび上がったのは、食の社会階層化という深刻な問題であった。経済格差が
食の領域にまで及ぶことを防ぐには、グローバルな価値観を持つ若い世代がファストフードを享受する
だけでなく、それが意味する社会変化を正しく認識することであろう。
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