
― マグネシウム ―
闘い続けるアスリートの必須ミネラル
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prologue

Magnesia Alba 
マグネシウム。誰もが知るその金属元
素の名前の由来をたどると、はるかな
時間の向こう側、エーゲ海沿岸地域に
あった古代ギリシャの都市、マグネシ
アへと至る。この地に産する「マグネ
シア・アルバ」なる白い物質（炭酸マ
グネシウム、石灰などの混合物）が、
さまざまな病気の治療に使われていた。
アルバとはギリシャ語で「白」の意。
これが転じてマグネシウムの名前にな
ったという。
翻って、現代。骨や歯を形成し、筋肉
や神経の働きにも大きく関わる栄養素
としてのマグネシウムが、今、アスリ
ートたちの注目を集めている。
古代ギリシャの闘士、グラディエイタ
ーのごとく、闘い続けるために――。
トライアスロンのようなエンデュラン
ススポーツを闘う上で、マグネシウム
が果たす役割を紐解いていこう。
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マグネシウム（magnesium: Mg）は、
生体の機能維持に不可欠な生体内で４
番目に多いミネラルです。約70％が骨
や歯にリン酸マグネシウムの形で存在
し、カルシウムとともに骨などの形成
には不可欠です。筋肉（約30％）や血
液（約1％）にも含まれています。
糖質代謝や脂質代謝、ミトコンドリ
ア内のエネルギー代謝では「エネルギ
ー通貨」であるATP（アデノシン三
リン酸）の産生に関わり、たんぱく質
や脂質などの生合成、遺伝子合成など

生体内の300以上もの酵素反応に関与
する補助因子として、重要な役割を担
っています。また、細胞内液中に存在
するマグネシウムイオン（Mg2+）は
神経や筋肉の興奮性を抑制し、神経伝
達や細胞膜の安定性、筋収縮、心拍出、
ホルモン分泌などにも重要な働きをも
っています。
マグネシウムの適切な摂取には、メ
タボリック症候群や生活習慣病、がん
などのリスクを低下させる働きのある
ことが知られています（※１）。

※１ Dibabaら、2014年、Koら、2014年

about Magnesium
#01

知られざる必須ミネラル「マグネシウム」

マグネシウムの役割



骨・歯の形成

細胞内外の
ミネラル
バランス調整

神経・筋肉の
興奮の伝達

必須ミネラル（16種類）

必須・主要ミネラル（7種類）

マグネシウム（Mg）
カルシウム（Ca）
リン（P）

ナトリウム（Na）
カリウム（K）
硫黄（S）
塩素（CI）

必須・微量ミネラル（９種類）

鉄（Fe）、銅（Cu）、
亜鉛（Zn）、ヨウ素（ I ）ほか

（１日の必要摂取量が100㎎以下）（１日の必要摂取量が100㎎以上）

人間の身体の中で作られない栄養素
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マグネシウムは、生体内で合成する
ことのできない必須ミネラルのひとつ。
海草、ごま、大豆、貝類、魚類、にがり、
穀類、ココア、バナナなどの食物に多
く含まれています。2010年食事摂取基
準（厚生労働省）によって推定平均必
要量、推奨量、目安量、耐容上限量（食
物以外の場合）が定められています。
マグネシウムが欠乏すると、貯蔵庫
でもある骨からマグネシウムが遊離し
利用されますが、食物からの摂取量が
少ない場合、腸管からの吸収率が高ま
るため欠乏が抑制されます。マグネシ
ウムは、シュウ酸（ほうれん草やトマ
ト、ピーマン、ヤマイモ、青いバナナ

などに多く含まれる成分）やフィチン
酸（小麦、玄米などの穀物や大豆など
豆類、豆腐に多い）によって吸収を阻
害され、また他のミネラル（鉄、カル
シウム、リン、亜鉛、ナトリウム、カ
リウムなど）の過剰摂取によっても吸
収が阻害されます。
マグネシウムの欠乏は低カルシウム
血症、筋ケイレンなどを引き起こすと
されています。また、習慣的なマグネ
シウム欠乏は、骨粗鬆症、心疾患、糖
尿病、高血圧、がんなどの生活習慣病
のリスクを高めると考えられています。
一方、マグネシウムの摂取量がカルシ
ウムの摂取量を大きく下回る場合の生

※2 Yoshiharaら、2011年、SahmounとSingh、2010

about Magnesium 
#01

日常生活ですでに不足している？

マグネシウムの摂取と不足

日本人のマグネシウム不足の理由のひとつとして、食卓で使われる「塩」
の変化を挙げる向きもある。かつての日本では、マグネシウムをはじめ
多くの微量ミネラルを含む粗塩が使われており、塩とともにマグネシウ
ムを摂る文化があったが、1972年（昭和47年）に塩田法が廃止されて
以来、精製塩（食塩＝塩化ナトリウム99％以上）が一般家庭に普及した。
1997年（平成９年）には塩の専売法が廃止されたが、一般的には依然
として食塩が定着している。食生活の欧米化に加え、これが日本人のマ
グネシウム不足を加速させる一因になったとも言われている。

食卓に上る「塩」の変遷と日本人のマグネシウム不足
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活習慣病リスクとの関連も指摘されて
います（※2）。
平成23年国民健康・栄養調査（厚生
労働省）によると、20歳以上の日本人
男女におけるマグネシウム摂取量は、
2010年日本人の食事摂取基準（同）に
定められている推奨量を約10％～40％
下回っており、女性より男性、また20
歳代～40歳代で摂取不足の高い傾向が
見られます。

このような摂取量不足は、穀類や海
藻類などマグネシウムの豊富な食物の
摂取不足が原因と考えられますが、塩
分の多い食事＝過剰なナトリウム摂取
などによるマグネシウムの吸収阻害も
マグネシウム欠乏に関与するため注意
が必要です。また、汗からもマグネシ
ウムを損失しますので、発汗量の多い
場合では不足に気をつけなければなり
ません。

マグネシウム　日本人の食事摂取基準と推定摂取量の比較（㎎／日）

対象年度 日本人の
食事摂取基準
（推奨量）
30～49歳 男性

厚生労働省
国民の

推定摂取量
30～49歳 男性

東京都民の
栄養状況

30～49歳男性
（平均値）

不足量

2005 370 249～265 246～250 105～124

2006 ――― 252～262 248～266 104～122

2007 ――― 250～257 238 113～132

2008 ――― 242～245 237～244 125～133

2009 ――― 246～254 238～257 113～132

2010 370 240～244 256～265 105～130

2011 ――― 231～239 238～258 112～139

2012 ――― 236～248 ――― 122～134

「MAG21研究会」ウエブサイトより改変　http://mag21.jugem.jp/
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運動やトレーニングを行う上でマグ
ネシウムは絶対に欠かせないミネラル
のひとつです。マグネシウムは筋収縮、
酸素摂取、エネルギー（ATP）産生、
電解質バランスなど、運動に非常に関
係のある生体機能における重要な働き
を担っているため運動中に多く必要と
されます。
筋肉では、筋運動に必要なエネルギ
ー、ATPの産生のために、マグネシ
ウムが血中から筋細胞に取り込まれ利
用されます。トライアスロンやマラソ

ンのような長時間にわたる競技では、
特に後半で脂質の代謝が高まりますが、
マグネシウムはこのとき脂質分解のた
めに脂肪細胞でも取り込まれてエネル
ギー産生のために利用されます。マラ
ソン直後の血中データを見ると、カル
シウムや亜鉛などのミネラルには変化
が見られなかったものの、マグネシウ
ムには顕著な減少が見られました（※
３）。これは血中のマグネシウムが脂
肪細胞でエネルギー産生に利用された
ことを示していると考えられます。

※３ Bochmanら、1998年

in the Athletes Life
#02

持久系アスリートライフと「マグネシウム」
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筋収縮

エネルギー（ATP）
産生酸素摂取

電解質バランス
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また、高強度の運動や長時間のトレ
ーニングを行う人の場合、汗や尿から
のマグネシウム損失が大きくなり、高
温多湿の環境下では発汗量も増え、そ
の損失はさらに大きくなるでしょう。
尿中に排出されるマグネシウムの量
は、血中乳酸濃度と関係があり、運動
後の血中乳酸濃度が高いほど尿中に排
出されるマグネシウム量も多くなりま
す（※４）。激しい運動による筋ダメージ
により、筋細胞からマグネシウムが失
われ尿中に排出されることもあります。
マグネシウムの摂取量が男性で
260mg/日、女性で220mg/日以下の場
合、体内のマグネシウム欠乏をもたら
す可能性が高くなります（※５）。平成

23年国民健康・栄養調査によると、20
歳～49歳の男性におけるマグネシウ
ム摂取量は225mg～241mg、女性で
184mg～212mgとなっており、2010年
日本人の食事摂取基準（同）に定めら
れている推奨量を約10％～40％下回っ
ていることがわかっています。これら
のことから、長時間にわたり高温多湿
の中で競技を行うトライアスリートの
場合、すでに日常から深刻な体内のマ
グネシウム欠乏が起こっている可能性
が高く、その影響を受けやすいと考え
られます。加齢や減量にともない筋量
が減少してマグネシウムの貯蔵庫が小
さくなることも、マグネシウム不足に
つながります。

※４ Deusterら、1985年　　※５ NielsenとLukaski、2006年

in the Athletes Life 
#02

日常生活での不足に加え
レースや練習で深刻な欠乏も



11
©Jay Prasuhn /Endurapix



12

マグネシウムの少ない食事（たとえ
ば肉類、卵、精製炭水化物など）を摂
り続けた場合、マグネシウムの多い食
事（たとえば豆類、精製されていない
穀類、緑色葉野菜など）を摂った場合
と比較して、血中や筋中のマグネシウ
ム量が低下し、運動中の心拍数や酸素
消費量が高まり、パフォーマンスが低
くなります（※６）。
また、マグネシウム欠乏は赤血球の
酸素運搬能力に関連する物質の合成を
低下させるため、活動筋への酸素供給
を減少させます。加えて、マグネシウ
ムの最も大きな貯蔵庫でもある骨から

マグネシウムが遊離し利用されますの
で、マグネシウムの摂取不足は骨密度
の低下にもつながります（※７）。
マグネシウムの欠乏は、筋活動や神
経活動に影響を与え、筋ケイレンなど
の原因になると言われています（※８）。
マグネシウムの欠乏は、筋細胞内にカ
ルシウムを滞留させ、細胞筋膜におけ
るイオン交換を損なうことで、筋の過
剰な酸素消費や興奮を引き起こすこと
も指摘されています（※９）。これが筋
ケイレンや筋疲労などの原因になると
考えられているようです。

※６ Lukaski、2004年　※７ Orchardら、2014年　※８ NielsenとLukaski、2006年　※９ Nielsenら、2004年　※10 NielsenとLukaski、2006年

in the Athletes Life 
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欠乏すれば「筋ケイレン」や
「骨密度低下」の原因に
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また、運動による酸化ダメージや酸
化ストレスからの回復に必要な免疫機
能にも、マグネシウムは重要な役割を
担っています。激しい運動は活性酸素
やフリーラジカルを増加させ酸化スト
レスを引き起こします。マグネシウム
の欠乏はこうした運動からの回復を遅
らせ、酸化ストレスを増大させ、免疫
機能をさらに低下させる可能性があり
ます。酸化ストレスの増大は筋細胞の
炎症を増長し、細胞内のDNAにダメ
ージをもたらします。長時間の運動は

血中のマグネシウム値を低下させ、こ
れは血中の免疫細胞の低下にも関係が
あると考えられます（※10）。
このように、運動を行う上で非常に
重要な働きを担っているマグネシウム。
欠乏しないように、摂取不足には気を
つけなければなりません。マグネシウ
ムの豊富な食物をはじめ、サプリメン
トなども活用して、体内マグネシウム
の適正量を維持するよう心がけると良
いでしょう。

回復に必要な「免疫機能」をキープ
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高強度の運動や長時間のトレーニン
グを行う人は、汗や尿からのマグネシ
ウム損失が大きくなります。発汗量が
多くなる高温多湿の環境下では、その
損失はさらに大きくなるでしょう。高
温多湿の環境における運動では１時間
に１～２ℓ以上の発汗量があります。
その汗の中に含まれるマグネシウム量
は12～60mg/ℓと言われています（※
11）。これは日本人の食事摂取基準で

推奨される摂取量のおよそ10％（20歳
～69歳一般男性の場合）に相当します。
また、尿中に排出されるマグネシウ
ムの量は血中乳酸濃度と関係があり、
運動後の血中乳酸濃度が高いほど尿中
に排出されるマグネシウム量も多くな
ります（※12）。激しい運動による筋ダ
メージにより筋細胞からマグネシウム
が失われ、尿中に排出されることもあ
ります。

#03Athlete's Life     Magnesium
ア スリートライフと
マグネシ ウ ムをめぐる Q＆ A

トライアスリートの場合、
日々、必要なマグネシウムの摂取量は？

一般より10～20％多く、通常の食事に加え
毎日80～210mgの摂取が必要

Q

A

※11 NielsenとLukaski、2006年　※12 Deusterら、1985年　※13 NielsenとLukaski、2006年
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つまり、長時間にわたり高温多湿の
中で競技を行うトライアスリートの場
合、通常より多くのマグネシウム損失
が起こることが考えられます。持久系
の運動を行うトライアスリートやラン
ナー、サイクリストでは通常より10～
20％多くのマグネシウムの摂取を必要
とします（※13）。2010年日本人の食事
摂取基準で定められている推奨量より
30～70mg程度多く摂取すると良いで

しょう。日本人では一般男女において
すでに推奨量を約10～40％下回ってい
るため、アスリートともなると通常の
食事に加えて、毎日、80～210mgのマ
グネシウムをマグネシウムの豊富な食
物やサプリメントで積極的に摂取を補
う必要があると言えそうです。

アスリートは二重にマグネシウムが不足している？

食事摂取基準の

－10～40%

アスリートのMg欠乏リスク

－10～20%
一般男女より

日常生活の
Mg不足

持久系アスリート
としてのMg不足
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レースやトレーニング中など運動時
に起こる筋ケイレンは「運動誘発性筋
ケイレン（exercise-associated muscle 
cramps:EAMC）」と呼ばれ、発汗に
よるナトリウム、カリウム、カルシウ
ム、マグネシウムなどの電解質の損失
が原因のひとつであると考えられてい
ます。長時間にわたるトライアスロン
では発汗量が多く、汗からの電解質の
損失に気をつけなくてはなりません。
マグネシウムの欠乏は、筋細胞や神
経細胞の情報伝達に影響を与え、筋ケ
イレンなどの原因になると考えられて
います（※14）。
しかしながら、運動中の筋ケイレン

（EAMC）の原因についてはまだ不明

な点が多く、マグネシウムなどの血中
の電解質の不足に加え、他の要因が重
なることでEAMCが起こる可能性も
否定できません。筋力や柔軟性の不足
（筋機能説）、筋疲労や中枢疲労による
筋神経系の異常（筋神経系疲労説）や
興奮や緊張、不安などの精神的ストレ
ス（精神的ストレス説）なども関連し
ていると考えられています。
このように運動中の筋ケイレンは複
合的な要因が重なって起こることが考
えられますが、一般的にはマグネシウ
ムの欠乏は筋ケイレンや筋疲労の原因
になることから、運動時に不足がない
よう、日ごろから摂取に気をつけてお
くことは賢明と言えるでしょう。

レース中の筋ケイレンとマグネシウムの関係は？

未解明ではあるが
Mgの欠乏は大きな要因のひとつ

Q

A

※14 NielsenとLukaski、2006年

Mg Q&A 
#03
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精神的
ストレス

筋力や柔軟性の
不足

筋神経系の異常

EAMC
運動誘発性筋ケイレン

Mgなど
電解質損失
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マグネシウムは、海草、ごま、大豆、
貝類、魚類、にがり、穀類、ココア、
バナナなどの食物に多く含まれていま
すので、普段の食事で、これらを偏り
なく摂れていれば不足の心配はないで
しょう。
ただし、たとえばファーストフード
や塩分の多い食事による過剰なナトリ
ウム摂取などはマグネシウムの吸収を
阻害するため、塩分の摂り過ぎには注
意が必要です。
どんな栄養素でも同じですが、ひと

つの栄養素ばかり偏って摂取すること
のないように気をつけることが最も大
切。バランスの良い栄養摂取を心がけ
ていれば、どの栄養素もバランス良く
吸収され、体内で有効に利用されるで
しょう。
ただし、先述のとおり、持久系の運
動を行うトライアスリートやランナー、
サイクリストは通常より10～20％多く
のマグネシウムの摂取を必要とします。
長時間にわたり高温多湿の中で競技を
行うトライアスリートの場合、発汗量

食事だけでマグネシウムの不足は補えない？

バランスの良い食事が理想だが
アスリートは欠乏のリスクも大

Q

A

Mg Q&A 
#03
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も多く、さらに多くのマグネシウム摂
取が必要と考えられます。Ｐ６のコラ
ムでも紹介したとおり、マグネシウム
はよほど気をつけていないと摂取不足
になる可能性の高い栄養素と言えそう

です。したがって、アスリートであれ
ば通常の食事によるマグネシウム摂取
に加えて、日々、マグネシウムのサプ
リメントなどで積極的に摂取を補う必
要があるでしょう。
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これまでの研究では、トライアスリ
ートに４週間にわたりマグネシウムを
摂取させた結果、糖質の利用を高めた
一方で、血液の酸性化や過剰なストレ
ス反応を抑え、トライアスロンにおけ
るパフォーマンスを高めたと報告され
ています（※15＝右ページのグラフ）。
しかしながら、マグネシウムが特に
不足していないランナーにマグネシウ
ムをマラソン前の４週間にわたり摂取
させたところ、パフォーマンスや筋ダ
メージへは何ら効果が見られませんで

した（※16）。マグネシウムは免疫機能
の維持や酸化ストレスの軽減に関連が
ありますが（Ｐ13）、体内のマグネシウ
ムが適正な場合ではさらにマグネシウ
ムを摂取したとしても、運動によって
引き起こされる免疫機能の変化にはな
んら影響は見られないようです（※17）。
これらのことから、マグネシウム摂
取は体内のマグネシウム量が適切な場
合では、それほど効果は期待できず、
むしろマグネシウムの不足している場
合においてこそ有効であると考えられ

マグネシウム摂取が、競技での
パフォーマンスupにつながる可能性は？

不足している場合は
パフォーマンスupにも効果あり

Q

A

※15 Golfら、1998年　※16 Terblancheら、1992年　※17 Moorenら、2003年
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ます（※18）。事実、マグネシウムのサ
プリメント（360mg/日）は、血中の
マグネシウムが欠乏していた場合にお
いてトレーニングによる筋ダメージを
軽減したことが示されています（※19）。
加齢によって筋量や骨量が不足するこ
とによりマグネシウムの体内貯蔵量が

減少しますが、12週間のマグネシウム
摂取（300mg/日）が高齢者のパフォ
ーマンスを高めたことから、加齢によ
るパフォーマンス低下を抑える効果
のあることが報告されています（※20）。
この場合も、通常の摂取量が推奨量を
下回っている場合で、より顕著でした。

マグネシウム摂取のパフォーマンスへの効果（mg/日）

■マグネシウム摂取群　　■対象群

Golfら（1998年）の文献から図を作成
3人のトライアスリートに4週間にわたりマグネシウム（420mg/日）を摂取させたところ、
トライアスロン（スイム500ｍ）、バイク（20㎞）、ラン（5㎞）のタイムが、対象群（摂
取なし）と比較して、それぞれ88%、98%、92％に短縮された

スイム バイク ラン
80

85

90

95

100

（％）
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マグネシウムを食物から摂取する場
合は過剰摂取による影響はほとんど見
られませんが、サプリメント等の食物
以外から過剰に摂取すると、腸管から
の吸収が低下するためお腹がゆるくな
るなどの症状を引き起こすことがあり
注意が必要です。また、マグネシウム
の過剰摂取は、他のミネラル（鉄、カ
ルシウム、リン、亜鉛など）の吸収を
阻害することがあるため、体内のミネ
ラルバランスを保つ上でも過剰摂取に
は気をつけなければなりません。マ
グネシウムの摂取上限量については、
2010年日本人の食事摂取基準では設定
されていませんが､ 通常の食品以外の

摂取の場合、耐容上限量（成人の場合
350mg/日）が設けられていますので、
摂取量には注意が必要です。
もっとも、持久系の運動を行うトラ
イアスリートやランナー、サイクリス
トの場合、通常より10～20％多くのマ
グネシウムの摂取を必要とします（※
21）ので、380～420mg／日くらいを
目安に考えてみても良いかもしれませ
ん。ただし、いきなり摂取量を増やす
のではなく、まずはマグネシウムの豊
富な食物の摂取を増やしてみて、必要
に応じてサプリメントで不足分を補う
よう心がけてください。

サプリメントで
マグネシウムを摂る場合の注意点

基本は食事からの摂取。過剰摂取には注意を

Q

A

※21 NielsenとLukaski、2006年
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監修・文／彦井浩孝　Hirotaka Hikoi

オレゴン州立大学健康人間科学研究科博士課程修了。
NPO法人チャレンジ・アスリート・ファンデーション理
事長。博士（ph.D.）。専門は運動生理学・栄養学・トレ
ーニング学。自らもエイジグルーパーとしてアイアンマ
ン・トライアスロンに挑戦し続けており、2014年のIM
ジャパンで通算39回目の完走を果たしている。アイアン
マン世界選手権（ハワイ）にも10回出場の経験をもつ。
著書に『アイアンマンのつくり方。』（アールビーズ刊）。
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