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１日３食食べたら社長失格？

有名人、
アスリートが実践する
ファスティングとは？
フードロスが社会的な問題になっている。日本が年間に廃棄する食品
は 2 年間 2,550 万トン（食糧庁調べ）
。うち、食べられるのに捨てられ
ている食品が 612 万トンと言われている。フードロスとはこの 612 万ト
ン。この数字は、世界の食糧援助量の1.6 倍にのぼる。

FASTING

日本中でダイエットが流行っているのに、これだけ食品ロスがあるの
は、違和感を通り越して、胸が痛む人も少なくないのではないだろうか。
日本人の男性の３割が肥満とされ、女性はだいたい２割程度が肥満で
あり、この数字はこの10 年ほとんど変わらない。数字だけ見ると男性の
ほうがカロリー過多、つまり食べすぎる人が多いということにもなりそ
うだが、一方、食べ残しということで言えば、男性より女性の率が高い
（しらべえ調査＜ 2018・1月＞）
。
いずれにしても自分に合った適切なバランスのとれた食事量を心がけ
ることが大事だ。
でもそもそも適切な食事量とはどのくらいなのか。もともと日本人は、
江戸時代まで１日２食で過ごしていた。歴史を遡ると狩猟時代の人類は、
ある程度の飢餓状態が続いても生き延びられるような遺伝子（サーチュ
イン遺伝子）が組み込まれている。
飢餓状態になると細胞が活性化し、体を若返えらせてくれることがわ
かっている。

こうした医学的な検証もあって、
近年注目を集めているのが「ファ
スティング」
。
ファスティングとは断食や絶食
を表す英語のこと。断食というと、
修行僧が山に篭って行うようなイ
メージがあるが、ここでは何日も
一切口にしないものではなく、食
事の回数を減らしたり、１回の量
を減らしたりして、摂取するカロ
リーを減らしていくような行為を
含めている。
食事の量を減らしたり、食べ物
の種類を制限したりすることはダ
イエットでもあるが、ダイエット
は痩せることが目的で、その結果
として「体の調子がよくなった」
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「健康が得られた」というような、
どちらかと言えば健康が「従」の
関係だ。しかしファスティングは、

周囲を驚かせている。

われている。

実は芸能界で 1日１食を実践し

経済界でもファスティングの実

ている人はかなりいる。たとえば

践者は少なくない。独特の高い声

健康や体調管理そのものが一番の

同世代のビートたけしさんも１日

でテレビショッピング界をリード

目的であることが最大の違いだ。

１食派だ。食事は夜取るようで、

してきた「ジャパネットたかた」

朝は野菜ジュースだけだと公言し

の高田明社長。引退後もサッカー

ま す、 あ る い は 半 日 断 食 す る の

ている。そのほか刑事ドラマ
「相棒」

J2 の V・ファーレン長崎の社長と

もファスティングだし、水だけ断

で人気を博している俳優の水谷豊

なって活躍しているが、見た目は

食を１ヵ月続けているというのも

さんも１日１食で通しているし、

まだまだ若く、とても 70 代には見

ファスティングだ。

長寿のインタビュー番組「徹子の

えない。高田さんも１日１食を実

昨 今 フ ァ ス テ ィン グ が 話 題 に

部屋」で、変わらないテンポでしゃ

践している一人だ。

なっているのは、やはり有名人が

べり続ける黒柳徹子さんもそうだ。

経営に苦しむ旅館などを次々と

実践して結果を残しているからだ。

女性に人気の歌手の福山雅治さ

再生して、星野マジックといわれ

だから食事を１日１食だけで済

ギネス記録司会者、
タモリを支えた
「１日１食」

んも１日１食。ほかにも GACKT

る独自の経営手法で知られる「星

さん、京本政樹さん、美川憲一さ

野リゾート」の社長の星野佳路さ

んなど、調べてみるとかなりの方々

んも、１日１食派だ。

がファスティングを実践している。
たとえばマルチタレントのタモ
リさんは１日１食をデビュー以来
ずっと続けているそうだ。タモリ
さ ん は、 単 独 司 会 の 記 録 とし て

フトの創業者のビル・ゲイツさん

白鵬も
ファスティング指導で
体調管理

8054 回のギネスブック記録保持者
だが、その間、休んだのはわずか

海外に目を転じるとマイクロソ
も超小食派で知られる。またビル・
ゲイツさんはショートスリーパー
でも知られる。これは少食派の証
拠でもある（理由は後述）。また

芸能人だけではない。肉体を酷

バラク・オバマ前大統領も超小食

12日。体調不良で休んだことは１

使するアスリートもファスティン

度もないと言っている。また「夜

グを実践している。筋力をつける

８時を過ぎると一切食べない」な

ために良質の肉をたくさん食べる

ど、その節制ぶりは徹底している。

イメージがあるが、たとえば陸上

タモリさんのライフスタイルを見

の110 ｍハードルで日本記録保持者

習って、芸能界にファスティング

の為末大さんはファスティングの

実践者がいるということはいかに

が広まったとさえ言われている。

実践者で、年に１回、１〜３日絶食

ファスティングが効果的かという

「笑っていいとも！」で共演を

をしている。またプロ野球の読売

ことだ。

してきたタレントの中居正広さん

ジャイアンツは球団ごとファスティ

は、フジテレビの「27 時間テレビ」

ングの指導を受けているという。

だった。

１日３食自体が間違い
それほど多くの人々を魅了し、

そもそも論で言えば、現代人は
栄養過多であり、食べ過ぎである
ことは、多くの専門家が指摘して

という特別番組で、タモリさんに

驚くべきは、巨漢がひしめく相

ついて「一回も食べなかった」と

撲界でもファスティングが取り入

証言している。さらにタモリさん

れられているということだ。平成

「１日３食をやめなさい！」の著

は共演者に「１週間に１回、日曜

の大横綱、白鵬もファスティング

者で医師の内海聡さんは、１日３

日は 24 時間食べない」と発言して、

の実践者だ。ファスティングを実

食は食べ過ぎで、それが病気を招

践していくと、体 調を

くと警告している。現代人は１日

いい状態で維持できる

３食を食べないと生きていけない

ようになる。そういっ

という洗脳をずっとされていたた

た効果もあって白鵬は

めに、それが常識となってしまっ

ケガも少なく、ケガを

たのが実際のようだ。

しても治りが早いと言
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いる。

内海さんは、
「普通に食べてもカ

ロリーオーバー。これがいまの日

の系があり、酸化エネルギーだけ

本の現実です」
（
「1日３食をやめな

で維持されているのではないと言

さい！」
）と言い切る。深刻なのは、

われている。

頭が冴え、睡眠時間が減り、
若返り、寿命が延びる…
これだけある
ファスティング効果

カロリーオーバーだけでなく、一

実際にカロリーを減らすと長寿

方で栄養不足となっていることだ。

遺伝子が活性化し、長寿になると

「カロリー的には『食べ過ぎ』で

いうことが証明されている。少な

では、実際にファスティングを

ありながら、栄養が足りていない

くとも日本の栄養界はこの理論に

取り入れるとどのようなメリット

のです。現代では、日本を含む先

こだわっており、その限りにおい

があるのだろう？

進国の人こそ『重大な栄養失調』

て、ファスティングの実際と向き

にかかっているとさえ考えられま

合えない状況になっている。

す。これを隠れ栄養失調と呼びま
す」
（同書）

船瀬さんによれば、そのメリット
は、あらゆるところに起こるという。

フォイトはまた、
「良い栄養に摂
り過ぎることはない」とし、とく

1. 体重が減る

つまり栄養が足りないと感じてし

に肉食を薦めた。しかし後にフォ

食べないので当たり前のようだ

まうから、またたくさん食べてしま

イトには食肉業界がパトロンとし

が、ほぼ例外なく体重が減る。物

う。そういう悪循環に陥ってしまっ

てついていたことがわかっており、

理的に軽くなるだけでなく、体感

ているのが多くの現代人なのだ。

この考えが偏っていることが指摘

でも軽く感じられるので、サッサ

たくさん食べれば健康になると

されている。その思想を取り入れ

と歩けて、動けるそうだ。またファ

いうのは、現代の幻想だともいう

たのが近代化を急ぐ日本だったの

スティングをすると人によるが、

内海さん。ではなぜそもそも現代

だ。確かに飢饉に苦しんだ時代が

ある程度の体重まで下がるとそこ

人はこれほど食べるようになって

あったため、こうした考えは当時

から安定するという。なかには体

しまったのだろう。

の日本で受け入れやすかったと思

重がどんどん減るので、恐怖を感

われる。

じてやめてしまう人

その理由とされているのが、19
世紀に近代栄養学の父と言われる

食べなければ飢えるというのは、

も い る。 減 り 続

ドイツのカール・フォン・フォイト

歴史の事実だが、こうした長寿遺

けるのはファス

が唱えたカロリー理論、そして肉

伝子の研究や脳科学の研究からす

ティングの段階

食礼賛だ。

ると、食べなければ死んでしまう、

が浅い場合が

ということに支配された脳が、餓

多く、より経験

死を引き起こしたとも考えられる。

を積んでいくと

餓死は
栄養がなくなって死ぬより、
脳がパニックを起こした
「パニック死」

『やってみました！１日１食！！』
や『できる男は超小食』などの著

るという。

者で、自らも１日１食の実践者で
あるフリージャーナリストの船瀬

フォイトは、人間が１日に必要

体重は安定してく

俊介さんによれば、餓死は、栄養

2. 頭が冴える
多くの体験者が語るのは頭が冴

なカロリー量を酸化エネルギーに

が行き渡らずに死ぬというより、

えるということ。食べないことで

求め、口から食べた食物が体内で

脳がパニックを起こすことで起こ

脳細胞のデトックスが進んで、頭

酸素と結合して、その熱エネルギー

るほうが多いと見ている。

の回転が早くなったり、記憶力が

「遭難して、餓死した……という

高まる。これは年齢に関係なく起

悲劇の報告もあります。それは『空

こります。集中力、記憶力が高ま

この時算出した方法が、食品を

腹感』＝『恐怖感』という洗脳さ

るので、学生時代成績の悪かった

釜で燃やす方法だった。しかし人

れたメカニズムで、パニックで身体

人が難関の資格試験に合格したり

間の生命活動には、こうした酸化

中に猛毒アドレナリンが巡って苦

することも多くあるようだ。一般

エネルギーのほか、解糖エネルギー

悶死したのです。だから正確に言

に人間は空腹を感じてから３時間

（糖分分解）
、核エネルギー（生体

えば餓死ではなくパニック死です」

くらいが最も頭が冴えると言われ

が生命活動を維持すると捉え、必
要な熱量を算出した。

内元素転換）
、太陽エネルギーなど

（
『やってみました！１日１食！！』
）
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ている。

減ることだ。眠れないのではなく、

の役目を果たせな

ファスティングを行うと感覚が

短時間の睡眠でも十分深い眠りが

い。 酵 素 を 助 け

研ぎ澄まされてくるので集中力が

得られるので、少なくて十分なの

る物質と結合し

3. 集中力が高まる

高まってくる。記憶力が高まるの

だ。体験者によれば、１日２食な

て初めて役目を果

もそのためだが、アスリートにとっ

ら６時間。１食なら３時間で十分

た す が、カロリー

てもここ一番の勝負の時に集中力

となる。寝付きもよくなる。個人

過 剰 状 態 で はこの 機

が高まるので、好記録や好成績が

差やファスティングのレベルにも

能が発揮されない。長寿遺伝子を

出やすくなる。

よるが、睡眠時間が減るのは確か

活性化させるうえでもファスティ

なようで、これは人生という長い

ングが理にかなっているのだ。

4. 物忘れが無くなる
年を重ねるとどうしても物忘れ

時間を考えると、かなりのメリッ
トになる。

では、20 年間にわたってサルに食

が出てくる。
「これ」
「あれ」といっ
た指示代名詞で会話する率が高く
なる。ファスティングを続けると

またウィスコンシン大学の実験
べ物を与え続けた結果、腹７分目

8. 時間の余裕が生まれる
典型的なのは睡眠時間ですが、

のサルは、100％のサルに比べて 1.6
倍長生きしたことがわかった。ま

前述したように脳細胞がデトック

ファスティングをすると時間の余

たコーネル大学が 1935 年に発表し

スされて活性化するので、物忘れ、

裕が生まれる。ファスティングに

たマウスの実験では、カロリーを

ど忘れが無くなってくる。

は、食事回数を減らしたり、一回

60％に制限したマウス群は 100％飽

の量を減らすなどいろいろなやり

食の 2 倍生きたという結果もある。

5. 疲れなくなる

方があるが、最もやりやすいのが、

なにより生活習慣病のリスクが

そもそも食事を摂ることは体に

食事回数を減らすこと。上述した

断然に減る。カロリー過多、食べ

負荷をかける。よく食事の後は眠

ように１日１食となれば、食事に

過ぎで起こるのが、糖尿病、脳卒

くなるのは、消化が体に負担をか

かかる時間は３分の１に減る。さ

中、心臓病、脂質異常症、高血圧、

けるからだ。とくに動物性のタン

らに睡眠時間が減り、しかも集中

肥満などだ。このほかアレルギー、

パク質は消化に負担が多くかかる

力がついて、頭が冴えるわけなの

膠原病、
がんのリスクも減ってくる。

ため、重い食事を取ると覿面に眠

で、人生が楽しくないわけがない。

それだけでも寿命が伸びることが

くなる。１日３食食べるとその消
化エネルギーは、フルマラソンと
同じカロリーを消費する。
また食事を取ると、摂取した栄

判明している。しかも健康に、だ。

9. 加齢臭が消える
中年を過ぎると男女ともに加齢

11. お金が貯まる

臭に悩まされるが、ファスティング

単純に食費が減るのでお金が貯

養素が体のなかで燃焼するので、

を始めるとどんどん加齢臭が減っ

まっていく。もちろん、高価な食

疲労の原因となる活性酸素が生じ

てくる。これは体内のデトックス

材や食事をすれば、そうとも限ら

る。つまり食べれば食べるほど、

効果のせいと言われている。ファ

ないが、一般的にファスティング

人は疲れ、老化が進むのだ。

6. 皮膚が美しくなり、若返る

スティングを実践する人は肉など

を始めてから、お金が貯まるとい

の動物食を避けるようになるので、

う人は多いようだ。また体型も変

体臭も自然になくなっていくのだ。

わっていかないので、同じ服を長

ファスティングによってデトッ
クス効果が現れるので、体内に溜
まっていた毒素が外に排出される。

年着続けることができる。当然医

10. 寿命が延びる
冒頭述べたように、もともと人

よって皮膚が美しくなり、見た目

間は飢餓状態になると長寿遺伝子

だけでなく体の中から若返る。

と言われる「サーチュイン遺伝子」
が活性化することがわかっている。

療費も減るのでその分のお金も貯
まっていく。

12. 精力がつく
ファスティングの効果として、

長寿遺伝子はほかの遺伝子が傷つ

男性の ED や不妊症の改善も注目

ファスティングをすると皆、一

かないように酵素を出して守る役

されている。中年を過ぎると精力

様に口を揃えるのが、睡眠時間が

目がある。しかし酵素だけではそ

の衰えを感じる人はどうしても多

7. 睡眠時間が減る
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くなる。それがファスティングで

「そんなばかな！」と思うかもし

も徹夜ができる自分だからこそプ

高まるのは、血流がよくなるから

れないが、実際に何も食べずに何

ロフェッショナルな仕事ができる

だ。飽食、美食が過ぎると赤血球

年も生きている人がいる。

と考えていたのです。しかし、不

同士がくっついてしまい、末端の

その一人が、弁護士の秋山佳胤

食になってからそんな思い上がっ

毛細血管まで赤血球が届きにくく

さん。弁護士としては珍しい理系

た心は跡形もなく消えました。な

なるとされている。毛細血管は血

出身（東京工業大学卒）の秋山さ

ぜなら、不食をするとあまり眠ら

管の 93％の割合を占めているが、

んは、体力に任せて司法試験の受

なくてもよいので、そもそも徹夜

もっとも細い動脈は男性の陰茎と

験勉強をこなしていたが、ある時

をするという「努力」が要らなく

言われ、従ってファスティングで

体調を崩してから体調管理の大切

なったからです。それどころか、

血液がさらさらになれば、精力も

さ、不摂生の影響を実感、気功法

無理をしてまで働くことに魅力を

つく、というわけだ。

を学び始める。それは西洋科学理

感じなくなりました。

13. 心が平穏になる

論とはかけ離れた世界で、どんど

いまは忙しい時でさえ、悠々と

ん引き込まれていったそう。気力

仕事をしています。なぜなら、そ

お腹が空くと誰もがイライラす

が充実して、空手を始めるように

の気になればいくらでも時間があ

る。しかしファスティングを続け

なる。食欲も旺盛で、1日 3 食しっ

るからです。感覚的には、1日が 3

るとこの空腹感が幸福感に変わっ

かり取っていたが、次第に自然治

倍に使えるような感じです。
（中略）

ていく。体がキレるし、頭が冴え、

癒力などスピリチュアルな世界に

たとえば、食事をするとなると、

仕事が捗るのだ。そもそもお腹が

も傾倒し、2006 年に不食を実践して

食材を買うこと、料理を作ること、

空くというのが、脳が指令を出し

いるオーストラリア人のジャスム

食べること、食 休みをすること、

ているだけなので、上述したよう

ヒーンさんと出会った。世に「ベジ

使った食器を洗うことまで含めて、

にたくさん食べなければ死ぬとい

タリアン（菜食主義者）
」という人

かなりの時間を浪費することにな

う、危機感に洗脳されているから

がいるが、ジャスムヒーンさんは

る。それが 1日 3 度となると膨大な

起こることなのだ。

それを超えて、呼吸だけで生きて

時間です。それが不食となれば、

また内海さんによれば、とくに

いる「呼吸主義者」だったのだ。感

その時間が丸々ほかのことに使え

日本人は「糖質ジャンキー」になっ

銘を受けた秋山さんもその年から

るのです」
（
「食べない人たち」＜

ていると言う。ごはんやパスタ、

次第に食事の量を減らしていき、 2

マキノ出版＞）

パンなど炭水化物好きな人が多く、

年後 2008 年に完全に不食の生活に入

さらに甘い物を好む人が多いため、

る。

体も脳もダメにしているのだと言

眠時間が減っていくことも証言し

秋山さんはとりあえず、1日1 食

う。この糖質のいわば中毒性が、

を目指していたが、いつの間にか

空腹のイライラを起こしていると

完全に食べなくても生活できるよ

言える。

うになったという。

ことも指摘している。
「しかも摂取した栄養素が、体
のなかで燃焼すると活性酸素が生
じて、体を疲労させ、老化を促進

力は、若い時代に比べて断然現在

することにもなります。食べれば

のほうがあると言う。100 メートル

食べるほど、人は疲れ、老化が進

を走ったら 10 代より今のほうが速

むのです」
（
「同書」
）
不食の最大の利点は、明日の不

ふだんからランニングなどで鍛え

安がなくなることだ。つまり飢え

てはいない。それでも体調はすこ

る心配がないので、毎日が楽しい。

ぶるよいのだそう。

いまを楽しむこと、いまを生きる

体力に対する考えも大きく変わ
ファスティングを極めると、何

ている。また食べることで疲れる

1969 年生まれの秋山さんは、体

いとのこと。空手はやっているが、

ファスティングを極めると、
1食も食べずに生活できる…
不食を実践する人

さらに食事を減らすことで、睡

りました。
「以前は徹夜が得意で、

ことを、以前にも増して大切にす
るようになる。

も食べなくて生きていける不食の

あたかも自分の原動力であるかの

飢える心配がなくなるので、給

状態になる。

ような錯覚をしていました。何日

料のために会社で嫌な思いをしな
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がら仕事をし続ける必要もなくな

■週末断食

り、逆に多少嫌なことがあっても

・仕事でなかなか断食ができない

気にしなくなる。

人は、週末だけで断食するだけで

生きていくことに自信が持てる

もずいぶん変わる。１回に食べる

ので、いまが充実してくるのでい

量を減らして腹７分目で、１日３

まを大切にするようになる。

食食べるか、１日食べない日を設

る。天然塩を使った、熟成ものを

けるか。どちらがいいかと言えば、

選ぶ。

後者だ。ファスティングの効果を

■たくあん・ぬか漬け……腸内細

確実にするには、まず空腹感を持

菌を高める乳酸菌が豊富な食品。

つことだ。腹７分目くらいを続け

たくあんは天然塩を使った天日干

ると空腹感が弱くなり、慣れてし

しのもの。ぬか漬けは、無農薬の

まうことがあるからだ。ふだん行

米ぬかと天然塩を使ったぬか床に、

うのであれば、朝を抜くようにし

旬の野菜を漬け込んだもの。

それなりの努力が必要だ。誰もが

て、週末に１日断食するというの

■納豆……納豆菌も腸内細菌の働

できるとは思えない。

が効果的だ。

きを高めます。大豆は遺伝子組み

体に取り入れるべきもの

■根菜類・自然薯・らっきょう・

ファスティングの
種類はいろいろ、
まずは手軽なところから
はじめる
もちろんそこまでにいくには、

ではどのようにファスティング
に取り組んでいけばいいのか。い

換えでないものを選ぶ。

くつか挙げてみよう。

ねぎ……自然の硫黄を含んでおり、
フ ァ ス テ ィン グ は 食 事 の 量 が

放射性物質の解毒効果が期待でき

■プチ断食（半日断食）

減っていくことだ。より食べるこ

る。

・朝食を抜くだけの断食。明日から

とを大切にしていかなければなら

■香草…しょうが、しそ、にんにく、

でも始められる方法で、一生続け

ない。３食を２食に、３食を１食

みょうがなど、香りの強い野菜は

ることができる。３食お腹いっぱ

にするのであれば、その時何を食

総じて解毒作用が強いものが多く、

い食べている人は、ここからはじ

べればいいのだろう。

とくにパクチーは脂肪燃焼力も強

める。

医師の内海さんは、まず解毒作

く、脂肪を入れ替えてくれる。

■１日１食

用のある食材を挙げている。現代

■はと麦 ……含まれてるヨクイニ

・朝を抜いて、昼か夜に一食食べ

人の周りには、化学調味料や、農

ンに解毒作用があり、漢方薬とし

る方法。１日３食の人がこれをや

薬にまみれた野菜や果物があふれ

ても使われている。

り続けると、一生断食をしている

ている。とくに野菜や果物でまっ

ようなものになる

たく農薬が使われてないものを探

また内海さんは、食べるべきも

■３日断食

すのは困難に近い。つまり、知ら

のの基本として、次の３つを挙げ

・丸３日、水と梅干しだけで過ご

ず知らずに毒が溜まっているのが

ている。

す断食。梅干しは天然塩で漬けた

現代人なのだ。

食品添加物不使用のもの。できれ

そこで内海さんは、毒を排出さ

１）季節の旬のものを食べる

ば３年熟成など、熟成が進んだも

せる食物として次のようなものを

２）日本の風土にあったもの

のがオススメ。自宅でもできるが、

挙げている。

３）食べものを丸ごと食べる

断食後の復食期にどんなものを食

■玄米 ……玄米に含まれるイノシ

べるべきかなど、やり方は専門家

トール、ガンマオリザノールは体

つまり、旬の素材を使った和食

の指導を受けるとよい。

内の解毒臓器である肝臓の機能を

料理で、よりシンプルな料理が体

■１週間断食

高めてくれる。放射性物質の解毒

にいいということになる。

・丸１週間、食を断つ。正しいやり

にも効果的だと言われている。

方を学べば自宅でもできるが、失

■梅干し……梅干しに含まれる天

番茶（緑茶）
、ごま、海苔、味噌、ヨー

敗すると反動もあるので、やはり

然由来のクエン酸は化学物質や放

グルトを挙げている。とくに番茶

専門家の指導を受けたほうがいい。

射性物質の解毒作用が認めれてい

とごま、海苔は、
「バカ食い」と言
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前出の船 瀬さんは、このほか、

うほどよく食べると言っている。

なものだ。

たり、家族の祝い事などでは、食

■砂糖 …糖分過多の人が多く、中毒

事をする時があると言っている。

用、抗癌作用、二日酔い防止、高

性があるとされている。

友人や恋人が作ってくれた手料理

血圧改善などの効果があるとされ、

■肉…食べる場合はできるだけ上

に箸をつけないのは、失礼だろう。

また海苔は「海の野菜」と言われ

質なもの。夏より冬に食べる、緑

タモリさんも収録のあとは、共演

るほど健康によく、動脈硬化防止、

黄色野菜を多く摂るようにする。

者と一緒に蕎麦屋に繰り出すこと

心筋梗塞予防、高血圧改善、肌荒

■食品添加物の多い食べ物…まっ

もあるようだが、そこでは「ここ

れ防止、胃腸病予防、骨粗鬆症予防、

たくないものを探すのは難しいが、

の蕎麦はうまいんだよ」と言いな

眼病への効果、貧血、イライラ予防、

とくに化学物質の多く入った化学調味

がら、本人はアジの骨の唐揚げを

肩こりなどに効果があるとされて

料などは避けたいところ。

摘まんでは、人の話を楽しそうに

いる。番茶（緑茶）は、がん予防、

■牛乳…骨にいいとされているが、

聞いているのだそう。

血糖値正常化、腸内善玉菌の増加、

高タンパク、高脂肪なので、骨か

まずは朝をジュース一杯で済ま

体脂肪の減少、アルツハイマー予

らカルシウムを奪うことがわかっ

すことから始めてはいかがだろう。

防、虫歯・口臭予防、過酸化脂質

ている。

きっと数ヵ月で見違える自分に出

ごまには、老化防止、抗酸化作

の抑制などに効果があるとされて

もちろんまったく食べてはいけ

会うことだろう。

ない。飲んではいけないというこ

いる。

とではない。いずれの紹介本も、

できるだけ避けるべきもの

無理せず、柔軟に取り組むことが
ファスティングを持続させるコツ

逆にできれば食べない、取り過
ぎないようにするものは次のよう

だと説いている。
あの秋山さんも友人から誘われ

【参考】
●『やってみました！ １日１食！！』船瀬俊介［三五
館］●『できる男は超小食』船瀬俊介［主婦の
友社］●『１日３食をやめなさい！』内海聡［あさ
出版］●『食べない、死なない、争わない』稲
葉耶季［マキノ出版］●『食べない人たち』秋山
佳胤、森美智代、山田鷹夫［マキノ出版］ ほか

■ タモリさんは、デビュー時から 1 日 1 食のライフスタイル

POINT

■ トップアスリートもファスティング指導を受けている
■ １日３食ではカロリーオーバー
■ カロリーを半減すると寿命が２倍伸びる
■ 糖質ジャンキーの日本人
■ ファスティングで生活習慣病が改善され、頭が冴える
■ ファスティングで睡眠時間が短くなり、集中力、記憶力が高まる
■ ファスティングでお金が貯まる。精力がつく
■ ファスティングで加齢臭も消え、膚も内蔵も若返る
■ ファスティングで確実に痩せる
■ 現代人は毒におかされている
■ ファスティングは内臓のデトックスを行う
■ 解毒作用のある、玄米、海苔、味噌、納豆、漬物を食べる
■ 一回の量を減らすより１食抜くほうが効果的
■ 空腹感を幸福感に変える
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予想通り？ 意外？？

コロナ禍で売れたものとは

新

型コロナが日本に上陸してから早９ヵ月。コロ

SNSで「品薄になる」とつぶやいたことからたちまち拡

ナ禍で人々の生活は変わってしまった。

散したことが原因で、全国のスーパーやドラッグストア

当然、売れるものも変わってくる。マスクや消毒

の棚からトイレットペーパーが消えた。まるで1970年

液のニーズはいまだ高いが、自粛が続き、巣篭も

代のオイルショックさながらのパニックだが、21世紀に

り消費が定着すると徐々に、あるいは突然売れるものが

入ってもこうした事態が起きるのだということに驚かさ

変わってしまった。

れた人も多いのではないか。その後、３月に転売規制が

いずれコロナが収束したらまた消費性向は変わるだろ

敷かれ、また国内メーカーがマスク増産だけでなく、新

うが、人間の慣れとは恐ろしいもので、今の消費トレン

たに新規メーカーが参入して国を挙げての増産体制をつ

ドの大半はアフターコロナでも変わらないだろう。

くりあげたことで、徐々にマスクが出回るようになった。

そこで今回は、コロナ禍で売れている意外なものを紹

6月にはほぼ販売価格も正常化し、国は８月29日に品

介してみようと思う。想像がつくものと、そうでないも

薄が解消されたとして、転売規制を解除した。ただ今後、

のと分かれるだろう。ただ「意外」と思われるなかには、

冬にかけてはコロナ第二波、季節性インフルエンザの流

理由を聞けば納得するものも多い。もし、予想が合って

行なども含め、再び品薄が懸念されるところだ。実はマ

いたら、ビジネスのセンスがあると言えるかもしれない。

スク生産は世界的にも中国製のシェアが強いが、医療
用マスクなどの高品質不織布は東レなど日本メーカーが

品薄だったマスクは、

シェアを握っている。最終的に供給量はこの不織布メー

8月29日の転売禁止令解除で一段落か

カーの増産量に負うところが大きい。

まずは品薄となったマスク。１月の段階で一気に品薄

使い捨てゴム手袋も2倍売上

になり、
２月ともなるといわゆる「転売ヤー」がオークショ
ンサイトやフリマアプリで通常数十倍の価格で販売。な

コロナにダイレクトに関わる商品としては、うがい薬。

かには1月2,000万円の収益をあげた者もいた。背景に

4月 の13 〜 19日 の1週 間 で

は日本で売られるマスクの大半が中国製で、工場の稼働

は、対前年比で359％（イン

が止まったり、輸入が止まったことが原因だった。

テージ調べ）と激増した。ま

一つの地域に大量の商品や材料が集中していること

た殺菌消毒薬が228％と２倍

は、効率の良い生産につながるわけだが、有事にはまっ

以上、体温計が183％と倍近

たく逆になることを改めて自覚したビジネスパーソンも

くが出た。

多いのではないだろうか。マスクだけでなく、トイレッ

またアルコール消毒剤が品

トペーパーも品薄になった。鳥取県のある組合職員が

薄になったことから、ウォッ
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タニタの非接触体温計

カなど高アルコール度数のスピリッツ・リキュールも伸

売部門の売上が、４月以降約２割伸びたと発表している。

び（対前年比で155％）た。

またコンビニやスーパーでは冷凍食品と惣菜が伸び、セ
ブン-イレブンでは、７月の売上が対前年比で冷凍食品

ケーヨーデイツーなど全国に840店舗のホームセン

が1.5倍、惣菜が約2倍となった。

ターなどを持つDCMホールディングスでは、使い捨て
のゴム手袋が約２倍の売上となっている。
清潔関連消費では、石鹸やシャンプー、さらにはでき
るだけ衛生にしたいという意識からか、歯磨きや練り歯
磨き、漂白剤などが売れた。

小麦粉、パンケーキ素材の品薄から
白玉粉の売上が急騰
国が３月に緊急事態を出してからは、
「巣篭もり消費」

セブンイレブンのチルド総菜

という言葉が目につくようになった。なるべく外に出ず、
出ても人との接触を避けるような行動が求められた。つ
まりステイホームでいかに楽しみを見つけるかが、With
コロナ時代に求められた消費行動だったのである。
全般的に伸びたのが、
家庭用調理用品と食材。スパゲッ
ティが173％、パスタソースが166％、鍋つゆなどの鍋
補完材が189％などが伸びた。子どものいる家庭を中心
に売り上げを伸ばしたのが、お菓
子作りの材料。バニラエッセンス
が251％、ホットケーキミックス
や唐揚げ粉などプレミックス製品
が245％、小麦粉が210％、シロッ
プ類が176％など軒並み売れた。

ローソンの冷凍食品のラインナップ

小麦粉などは、急激な消費の伸びで、一時期スーパー
から消えたこともあったが、この事態を受けて、今度は

またレトルト食品も売上を伸ばした食品の１つで、と

和食系の材料に火が点いた。とくに白玉粉は人気で、前

くにレトルトカレーが人気だ。KSP−POSデータによる

年比５倍の売上を記録したメーカーもある。

とレトルトカレーは、金額ベースで２月が昨年比24％、

ほかにドレッシングも顕著に伸びた。背景には栄養の

3月42％、4月が40％と急激に伸びた。もともと近年レ

バランスを考え、手っ取り早く野菜類を摂るには、手間

トルトカレーの人気が高まっており、コロナがさらに引

要らずのサラダが便利ということがありそうだ。

き上げた形となった。

セブン-イレブンは惣菜の売上が2倍
長期化する巣篭もり消費に欠かせないのが、長期保存
が効く食材。ステイホームが浸透するにつれ、カップ麺

ご当地のレトルトカ
レ ーを 集 めたECサ
イト「地カレー家」

や米、冷凍食品、缶詰が売上を伸ばした。
コンビニチェーンのローソンは９月18日、冷凍食品販
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またスナック菓子も軒並み売上を伸ばしている。柿

家食時間、機会が増えたこともあって、コロナ以後

の種で知られる亀田製菓は、ラインをフル稼働しても

は調理家電が人気だ。家電量販店大手のヨドバシカメ

生産が追いつかない常態が続いている。ざっと対前年

ラでは、調理家電で最も人気なのが、ホットプレート

比で約1.2倍は伸びたという。

だった。家族一緒に乗せて焼くだけという手軽さが受

食材を入れるジッパー付きの保存バッグ類も売り上

けているようだ。ビックカメラの場合は、4月時点で約

げ好調だ。

2.5倍、ホットプレートが売れた。ほかにはホームベー
カリーが売れている。また何でも調理できる圧力鍋も

きのこ類、キムチ、納豆、発酵食品も人気

人気だという。
同じ家電量販店のケーズデンキでは、白物家電が好

新型コロナ向けのワクチン開発がいま世界中で進め

調だ。2月の時点で冷蔵庫が1.5倍の売上を示した。巣

られているが、仮に臨床でOKが出ても量産し、一般の

篭もり消費向けに買い替え需要が高まったと見ている。

人がその恩恵に預かれるのは、まだまだ先。なので対

他の家電量販店でも一時期は売上が下がっていたが、7

策の最善策は接触を控えることだが、ウイルスが付着

月くらいからは客も戻りはじめ落ち込んだ白物家電が

して、体に侵入してもウイルスに対抗できる強い身体、

伸びたという。家庭で調理する機会は増えても、準備

すなわち免疫力を高めることが、自衛の基本だ。

や後片付けに時間をかけたくない。ということで食洗

そのためか、免疫力を高める機能性食品や発酵食品の

機も売れている。

売上も伸びた。スーパーチェー
ンの「LIFE」によると４月段階

在宅時間が長くなり、買ってよかったもの１位、

の対前年比では、きのこ類が２

ロボット掃除機

〜３割伸びた。またキムチ、納
豆などの発酵食品、乳酸菌飲料

また家電の王道、テレビも人気だ。五輪が延期になり、

なども軒並み伸びた。

テレビ需要は落ち込んだと思いきや着実に伸び、４月
の段階で４Kテレビが各社平均で対前年比1.2倍を示し

家電調理系で人気「ホットプレート」

た（BCNランキング）。アナリストは巣篭もりでテレビ
を観る機会も増えたことや、10万円寄付金がこうした

家にいる時間が増え、家食が多くなると冷蔵庫やテ

消費の後押しをしたと見ている。

レビなどの家電品を見直す機会にもなる。

８K対応のシャープ「アクオス」

象印のホットプレート「やきやき」
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ほかにコロナ禍で室内をできるだけきれいにしたい

家電系では、女性向けの美容家電も好調だ。エステ

という消費者心理を受け、空気清浄機も売れている。

サロンなどへ通う女性が３密を避け、自宅でできるエ

福井市の100満ボルト福井本店では３〜５月の空気清

ステのための美容家電を求めたことが大きい。

浄機の販売が対前年比で180％となった。
全国で429店舗のホームセンターを展開するコーナ

大人向けの色鉛筆がじわじわ来ている

ン商事では、意外にもトイレの便座につける温水洗浄
おうち時間が増えたのも子どもたちも同様だ。その

機が売れ筋となっているという。

ため自宅で学習する学習参考書や図鑑、事典類が売れ

そのほか便利家電と呼ばれるロ

ている。

ボット掃除機なども売上が増え
た。雑誌DIMEのアンケートによ

また巣篭もりで一気に売上を伸ばしたのが、電子書

ると、自粛期間中、役立った家電

籍。とくにマンガ関係の伸びは大きく、「めちゃコミッ

のうちロボット掃除機は１位だっ

ク」で知られるインフォコムは対前年比で22%伸ばし、

た。在宅ワークや子どもの休校な

営業利益を68％上げている。

どで、家族が家で活動する時間が

オンラインの学習塾や英会話も契約数を伸ばしてい

増えて埃も溜まりやすかったこと

る。オンライン英会話大手のレアジョブは、小中高校

などが背景にある。

生向けの無料サービスに登録した数が休校前の週に比
べ、4. ２倍に増えた。

２ 位 は 電 子 レ ン ジ・ オ ー ブ ン

書店では大人向けの塗り絵が好調だ。その影響で塗

トースターが入り、３位が食洗機

り絵用の色鉛筆も売れている。色鉛筆や鉛筆の売上増

だった。

を支えているのは、

テレワークセットでは、メモリ、

SNSな ど で 作 品 を

外付けSSDが人気

紹介している「にわ
か似顔絵画家」。自

３密を避けできるだけリモートで仕事をする…。政府

宅にいる時間が増え

の８割減の目標もあり、企業はリモートワークを一気

た若者や学生などが

に推し進めることになったが、そこでにわかに需要が

新しい趣味、自己表

出たのが、PC、ワイファイルーター、WEBカメラ、パ

現として似顔絵を始

ソコンデスク、パソコンチェアなどの需要だ。PCは営

める例が増えている

業関係者はノートPCを持ってるケースが多いが、自宅

という。
コクヨの２色芯色鉛筆「DUAL COLER」

用として大きな画面サイズのPCを購入する例も多い。
またマイクとヘッドフォンがセットになっているヘッ

自宅で大人も子どもも楽しめるといえば、いまどきは

ドセットも売れている。

ゲーム機＆ソフトだ。なんと言っても巣篭もり下にお

そのテレワーク関連で

ける任天堂の売上は凄まじく、話題となったNintendo

もっとも売れたのが、メモ

Switchの「あつもり」こと「あつまれ

どうぶつの

リの１つ外付けSSD。PC

森」が牽引し、売上高が前年比で２倍の3,500億円以上、

を持ち歩くのではなく、メ

営業利益が5倍以上の1447億円を達成している。

モリを持ち歩いて仕事場、

いまどきらしくゲームはテレビゲームかPCゲームか

あるいはネットカフェなど
で使うスタイルが浸透して

と思いきや、アナログなボードゲーム、トランプ、パ
ズルなども好調で、ヨドバシカメラでは対前年比１．５

バッファローの外付けSSD

きたと言える。

倍だという。
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密な通勤を避ける自転車も人気

マスク装着がスタンダードになり、
美容整形が世界的に増える

いかにゲームが楽しくとも、ずっと巣篭もりをして
いるわけにはいかない。人間はある程度、外で活動し

ほかに意外に伸びているのが、美容整形。Withコロ

ないとストレスから免疫力が下がる。かといって野球

ナでマスクが外出のスタンダードとなり、隠れた口元

場やサッカー場で叫ぶことはできない。そこで増えた

の整形をする女性が増えている。この傾向は日本だけ

のがキャンプ。お笑い芸人のヒロシがソロキャンプの

でなく、世界的な傾向で、アメリカやイギリス、オー

魅 力 をYoutubeで 紹 介

ストラリアなどでも同じだ。美容大国韓国ではコロナ

し て か ら、 １ 人 の キ ャ

禍のなかで、患者が1.5倍に増えた病院もある。
また、意外というべきか当然というべきか、セルフ

ンプを楽しむ人が増え、
また家族単位でキャン

プレジャー、いわゆるアダルトグッズも売上を伸ばし

プを楽しむ人も増えた

ているアイテムの１つだ。東京都内で７店舗を展開す

ことからキャンプ用品

るワイルドワンでは、自宅時間が増えた男性や女性が

をはじめとしたアウト

購入していくという。

ドア用品も売れている。
また職場への移動の間の感染リスクを避けたい人を

ざっとコロナで売上を伸ばした商品を見てきたが、果

中心に、自転車も売れている。電車が走っていない沖

たして、想像通りだったろうか。全体として落ち込ん

縄でも自転車人気は高まっており、県内最大級の専門

でいる分野でも、個々にみていくと商機はあるものだ。
粘り強く、市場をウォッチして、市場をこじ開けよう。

店・沖縄輪業での４月の売
上は、子ども用とクロスバ
イクが対前年比で２割増、
電動アシスト自転車も１割
伸びた。また購入者の増加、
使っていない自転車の利用
などで修理の依頼も増えた
という。

家庭ではダニよけ剤が売上を伸ばす
自宅消費で意外に伸びたのが、殺虫剤。大手製薬会
社のアース製薬では、当初外出自粛で売れないと予想
したが、蓋を開けると１月〜７月期で売上は例年を２
割上回った。換気のために窓を開ける機会が多く、空
いた窓から虫が入ってくるのがその理由らしい。

【参考】
「日経ビジネス」サイト／東洋経済オンライン／ NHKサイト／
AERAdot ／日経新聞社サイト／日本食糧新聞ニュース／沖縄タ
イムスサイト／福井新聞サイト／「データのじかん」サイト／
Newsweekサイト／東京新聞サイト／ローソン公式サイト／セブン
-イレブン公式サイト／日刊ゲンダイサイト／マネーポストWeb ／
「BNC＋R」サイト／＠DIMEサイト／ MoneyPlusサイト／象印公
式サイト／コクヨ公式サイト／シャープ公式サイト／バッファロー
公式サイト／地カレー家公式サイト／タニタ公式サイト ほか

また、普段以上に清潔さ
が気になるのか、ダニよけ
用品が６割増しで売上が推
移しているという。
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