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　鈴鹿サーキットは、1962年に誕生した日本初の
国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト
をFig.1に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長
も約5.8㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー
スレコード1分27秒319（2017年）で換算すると、
コース全体の平均速度が240㎞/h近くに達し、日
本一の高速サーキットでもある。
　鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1グ

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿
サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、
F1誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する
ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは
間違いない。また、鈴鹿サーキットはF1に代表さ
れる四輪レースだけでなく、8時間耐久レースに代
表される二輪の世界選手権も開催している。読者の
方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪
の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す
ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。
　ドライバーやライダーの技術が日々向上するだけ
でなく、マシンやタイヤの性能も大きく進化し続け
ている。従って、トラックとしてのレーシングコー

スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため
の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード
ウェアだけで担保できるものではない。『ハードウェ
ア』、『ソフトウェア』、そして、それを機能させる『人
（ヒューマンウェア）』の3つの要素が有機的に重な
り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、
これら3つの要素について、まずは『予防安全』と『衝
突安全』の視点から解説していく。

　コース上での事故を防止するためには、走行する
車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ
る。そのために考えられる対策としては、
1.　路面摩擦係数μの向上
2.　意図的な減速を促す構造
3.　視界の確保
4.　情報伝達手段の確立
などがある。
　2-1　路面摩擦係数μの向上
　摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。
摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少
し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安
定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー
バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数
を高めることが必要である。しかし、走行速度の上
限値が定められている一般道路では、オーバーレイ
によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上
に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること
になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ
イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度
の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合
が生じた場合の被害が甚大化することにつながって
しまう。
　また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー
トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス
リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に
投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性
が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー
トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな
ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに
叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる
オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大
きくなる場合がある。
　路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ
のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝
のないタイヤが使用されることがほとんどである。
このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積
が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで
きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など
によって路面状態が急変すると急激にグリップを失
う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって
も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が

排水性の良い舗装であることも求められる。
　2-2　意図的な減速を促す構造
　長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ
シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速
度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま
う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン
ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ
イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結
果的に走行速度を抑制することができる。なお、最
終コーナー手前のシケインは、1983年に設置
（1991年と2003年に改修）、ヘアピンカーブを立ち
上がった後の200Rの区間の二輪専用シケインは
2004年に設置された。ただし、いたずらにシケイ
ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ
クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ
る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必
要である。
　2-3　視界の確保
　一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ
トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン
トを減少させることができるのは明らかである。し
かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示
のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して
造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの
コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、
以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって
いる。
　2-4　情報伝達手段の確立
　サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット
や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し
ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する
ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化
や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1）オブザベーションポスト
　開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお

り、鈴鹿サーキットには現在、29カ所のポストが
設置されている。
2）灯火装置
　悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が
下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー
ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、
消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性
の良い灯火をレース旗と併用することになる。
　鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を
装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018
年7月に、F1で使用されているものと同規格であ
るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に
変更した（Fig.2）。これは三灯式の信号機と異なり、
レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで
なく、文字なども表示することができるため、今後
生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度
が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制
される。
　これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作
できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。
従って、人が配置されていないポストでも点灯させ
て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ
る安全性向上につながっている。

　車両がコースから逸脱してしまった場合、可能
であればクラッシュ（衝突）することなく、コー
スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ
が避けられない場合には、クラッシュするまでの
間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル
ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、
人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること
が求められる。

の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法
や応急処置について訓練を積んでいる。上述した
ETは、レスキューの中から選抜されたメンバーに
ドクターが加わって構成される。
　7-3　ファイアー
　耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい
て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が
一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。
　7-4　パドック
　レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ
フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ
の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、
安全確保のため速度規制が行われている）、チーム
への各種通達などを担当する。
　7-5　計時
　競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担
うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭
の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ
ムやレースタイムを1,000分の１秒単位で集計・整
合し、随時発表・配布する。
　7-6　車検・技術
　レース参加車両が規定通りに整備されているか、
不正はないかについて、レース前およびレース後に
チェックすることを車検という。車両だけでなく、
耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・
ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す
る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視
なども役務の一部である。
　7-7　事務局
　競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対
応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般
を行う。
　上記7セクションからなるオフィシャルは、原則
としてボランティア活動であることは意外と知られ
ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い
日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作
業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット
の安全は確保されているのである。

　本稿では、『走る実験室』としての役割を担う鈴
鹿サーキットにおける安全確保について解説してき
たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ
ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単
なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント
でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー
スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー
ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを
拡大することが最も容易であるが、それを行うと
コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長
は、開業当時6㎞を超えていたが、改修のたびに短
くなって、現在では約5.8kmになった。コース長が
短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると
いう利点があるが、観客席との距離が離れるという
欠点もある。
　鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ
インメント施設としてのバランスを取りながら、こ
れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け
ていく。

対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その
結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用
エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、
18歳以下に義務化する2016年の20％に比べて、
2018年は32.6％まで向上している。
　さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア
バックの有効性について広く告知する必要がある
が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック
は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー
スにおけるエアバックの有効性について、既存の分
析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー
スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、
②顔面、③頚部、④頚椎、⑤胸・腰椎、⑥胸・背部、⑦腹・
腰部、⑧骨盤、⑨上肢、⑩下肢に分け、独自にライダー
の負傷率を集計している（Fig.8）。エアバック装着
による効果が特に期待される①～④の部位における

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな
かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に
負傷率が7%低いことが確認された（Fig.9）。上記
①～④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に
つながる可能性が高い部位であり、このデータから
エアバックの効果が期待できる。
　一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会
員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく
いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら
ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ
た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役
あるいはOBの著名なレーサーをアドバイザーとし
て1～2名招聘し、走行会員が安全にステップアッ
プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、
分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会
員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

　ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から
主な安全対策について解説してきたが、それらがう
まく機能するためには、人が要となる。近年、レー
シングコースにおいても、かなりの部分でIT化に
よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ
ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて
の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実
に決められた行動ができなければ、安全を担保する

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも
ある。
　その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には43台のモニターが設
置され、コース内39カ所に設置されたカメラから
の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ
とができる（Fig.10）。すべてのカメラは首を振る
ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア
クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察
することが可能である。
　また、すべてのカメラに対して、接続された2つ
のハードディスクに常時、録画が行われており、ア
クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、
二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

　平日の営業は、サーキット従業員を中心として
コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント
になると、従業員だけでは安全を担保することは不
可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル
と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット
に集結することではじめてレースを開催することが
可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース
の開催規模に応じて決定される。例えば、F1開催
時には約500名のオフィシャルがサーキット各所に
待機し、作業を行うことで安全が確保されている。
　オフィシャルは、役務によって以下に示す7つの
セクションに分かれて組織されている。
　7-1　コース
　コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
　7-2　レスキュー
　競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー

医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務
付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ
近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。
ヨーロッパで開催されるF1コースでは、既にヘリ
コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた
が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ
ていなかった。
　そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要

請するとともに、モータースポーツに理解のある病
院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで
きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIAから
求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
　4-1　鈴鹿サーキット医務室の主な設備
　現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド2床、観察用ベッド3床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車2台、および普通救急車6台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）　

・ドーピング検査室
　4-2　メディカルスタッフ
　例えば、F1開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。
・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師
が最低2名

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師1名、熱傷に
精通した医師1名
　すなわち、最低4名の専門医がいれば、F1を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて10名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢35名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
　また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIAが要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せるとFIAが事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で40分以内、空路（ド
クターヘリ）で30分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIAから
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合
医療センターに、いずれも陸路で20分、空路では7
分で搬送を完了させることが可能である。
　もちろん、F1以外のレースでも、レースの規模、
観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス
タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー
スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい
るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、
薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人

が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
　参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低2名以上、四輪走行時は最低1名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず2名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を
図っている。
　4-3　ET（Extraction Team）
　四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を
保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、
F1においては飛散するマシンやパーツからドライ
バーを守るために2018年シリーズからHaloと呼ば
れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド
ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである
が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ
ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出
すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース
では、ET（Extraction Team：救出チーム）が編
成されることとなる。
　ETは、サーキット走行の経験を積んだベテラン
ドライバーが運転するET専用車両に、チーム員4
名と医師1名の6名編成で、車両には医療キットを
搭載する。ETは、レース車両・車種の構造に合わ
せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭
チームである。F1ではコース長6㎞を超えると、
最低2チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ
トのコース長は約5.8㎞であるが、万全を期して3
チーム編成としている。
　最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも2009年からハイブリッド化された。ハイブリッ
ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関
係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装
着が必須となった。つまりETは、前述のHaloを含
めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必
要となってきている（Fig.6）。

　先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策
も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積
極安全志向が求められる。そのためには、レースの
統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、
サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて
対策を立案、実行することが必要である。
　鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室
利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・
四輪など）、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部
位）などから分析を進めている。分析結果につい
ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ
ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役
立てている。
　例えば、2017年に行われた二輪レースに参加し
たライダー2,443人の参加年齢層を分析すると、10
代が10％、20代が17％、合わせて27％であるが、
その中で転倒して医務室を利用した125人の年齢構
成をみると、それぞれ16％、27％、合わせて43％
であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務
室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）。この
結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18歳以下
のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017年から義務付けた。
　レーシングコースで使用される二輪用エアバック
は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか
ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと
マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー
とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが
開き、展開する仕組みとなっている。
　もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け
るだけでなく、利用者の費用負担を軽減する支援金

　3-1　エスケープゾーン
　コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設
けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ
ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運
動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている
（Fig.3）。
1）グラベルベッド
　従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー
スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで
あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ
て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利
点があるが、その反面、砂利につかまって再スター
トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転
倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ
ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ
とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも
に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース
脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距
離を徒歩移動することになる。
2）バージアスファルト
　コースレイアウト上、比較的スペースが確保で
きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー
プゾーンに設置する場合が増えている。これは、
コースと同じアスファルト路面であるために、コー
スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転
者がコントロールできる幅が増える。また、これ
までのグラベルと違って、コースに復帰できる確
率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア
率が下がることになるので、選手、観客にとって
も喜ばしい限りである。

　一見、良いことずくめであるように感じるが、カー
ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高
くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に
ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者
が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁
石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と
なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。
　また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ
ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑
走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に
減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット
では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが
用意されている。
　鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー
キットであるため、両者が共存できる安全対策が求
められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、
広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広
いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速
度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時
にはトータルバランスが要求される。
　3-2　バリア
　エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両
は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ
て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右
することとなる。バリアは、コース内側からウレタ
ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ
ンスの順に設置されている。ただし、場所によって
は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ
リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ
れぞれの役目を解説する。
1）ウレタンバリア
　これは主に二輪用のバリアであり、ウレタン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を
受け止め、その後、急速に萎んで頭部を受け入れる

構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が4室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
　なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。
2）タイヤバリア
　これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ
シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に
したタイヤを6本積み上げて一束とする。さらに、
原則として6束を横に連結し、ワイヤーで固定した
ものをコース形状に合わせて配置している。意外に
思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し
ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな
らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも
のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔
軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。
タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故
に大きなエネルギーを受け止めることができる。過
大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体
が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。
　鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する
ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー
を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り
となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ
ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい
る装置である。
3）ガードレール
　鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一
般的な道路で使用されているガードレールと同じ形
状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸
収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か
ら支える役目も担っており、マシントラブルやク
ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に
避難することで安全を担保することができる。
　鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは
ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4）デブリフェンス
　デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは4～6
ｍの高さが確保されている。
　これまで2章と3章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1に示す。

　1987年のコース改修によって、F1開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけではF1を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
たからである。具体的には、レーシングコース内の
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鈴鹿サーキットにおける安全対策と救急体制

Safety Measures and Emergency Preparedness at Suzuka Circuit

　本田技研工業（株）の創業者である本田宗一郎氏の「レースは走る実験室」「レースをや
らなければ日本の車は良くならない…」という熱い想いから鈴鹿サーキットは誕生した。
サーキットでは、車やバイクの限界性能まで突き詰めることでしか得られない『技術』
が生まれる。しかし、テストを行うのはいつの時代も生身の人間であり、限界を超えて
しまったときに、その被害を最小限に食い止めることは常に最重要課題であり続けてい
る。そして、そこで培われた技術が市販車にフィードバックされることで、乗員の安全
性を高めていく。本紹介では、「走る実験室」という使命のもと、たゆまず施設の安全性
を高めてきた鈴鹿サーキットの安全対策について、その一部を紹介する。

　Suzuka Circuit was born from the passionate belief of Soichiro Honda, the founder 
of Honda Motor Co., Ltd., that "racing is a running testing laboratory" and "Japanese 
automobiles will not improve if they are not put through their paces on the racing 
circuit." Racing yields technology that can only be obtained only by pushing cars 
and motorcycles to the limits of their performance. However, testing in all eras has 
been conducted by people, and minimizing harm when limits are exceeded is always 
the most important issue. When the technology cultivated through racing is 
incorporated into commercial vehicles, it improves safety for people in vehicles. In 
this presentation, I will introduce some of the safety measures at Suzuka Circuit, 
where we have been constantly improving facility safety based on our mission as "a 
running testing laboratory."
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　2.　予防安全

　鈴鹿サーキットは、1962年に誕生した日本初の
国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト
をFig.1に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長
も約5.8㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー
スレコード1分27秒319（2017年）で換算すると、
コース全体の平均速度が240㎞/h近くに達し、日
本一の高速サーキットでもある。
　鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1グ

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿
サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、
F1誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する
ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは
間違いない。また、鈴鹿サーキットはF1に代表さ
れる四輪レースだけでなく、8時間耐久レースに代
表される二輪の世界選手権も開催している。読者の
方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪
の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す
ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。
　ドライバーやライダーの技術が日々向上するだけ
でなく、マシンやタイヤの性能も大きく進化し続け
ている。従って、トラックとしてのレーシングコー
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スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため
の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード
ウェアだけで担保できるものではない。『ハードウェ
ア』、『ソフトウェア』、そして、それを機能させる『人
（ヒューマンウェア）』の3つの要素が有機的に重な
り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、
これら3つの要素について、まずは『予防安全』と『衝
突安全』の視点から解説していく。

　コース上での事故を防止するためには、走行する
車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ
る。そのために考えられる対策としては、
1.　路面摩擦係数μの向上
2.　意図的な減速を促す構造
3.　視界の確保
4.　情報伝達手段の確立
などがある。
　2-1　路面摩擦係数μの向上
　摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。
摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少
し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安
定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー
バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数
を高めることが必要である。しかし、走行速度の上
限値が定められている一般道路では、オーバーレイ
によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上
に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること
になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ
イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度
の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合
が生じた場合の被害が甚大化することにつながって
しまう。
　また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー
トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス
リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に
投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性
が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー
トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな
ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに
叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる
オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大
きくなる場合がある。
　路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ
のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝
のないタイヤが使用されることがほとんどである。
このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積
が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで
きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など
によって路面状態が急変すると急激にグリップを失
う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって
も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が

排水性の良い舗装であることも求められる。
　2-2　意図的な減速を促す構造
　長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ
シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速
度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま
う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン
ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ
イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結
果的に走行速度を抑制することができる。なお、最
終コーナー手前のシケインは、1983年に設置
（1991年と2003年に改修）、ヘアピンカーブを立ち
上がった後の200Rの区間の二輪専用シケインは
2004年に設置された。ただし、いたずらにシケイ
ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ
クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ
る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必
要である。
　2-3　視界の確保
　一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ
トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン
トを減少させることができるのは明らかである。し
かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示
のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して
造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの
コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、
以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって
いる。
　2-4　情報伝達手段の確立
　サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット
や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し
ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する
ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化
や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1）オブザベーションポスト
　開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお

り、鈴鹿サーキットには現在、29カ所のポストが
設置されている。
2）灯火装置
　悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が
下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー
ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、
消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性
の良い灯火をレース旗と併用することになる。
　鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を
装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018
年7月に、F1で使用されているものと同規格であ
るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に
変更した（Fig.2）。これは三灯式の信号機と異なり、
レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで
なく、文字なども表示することができるため、今後
生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度
が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制
される。
　これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作
できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。
従って、人が配置されていないポストでも点灯させ
て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ
る安全性向上につながっている。

　車両がコースから逸脱してしまった場合、可能
であればクラッシュ（衝突）することなく、コー
スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ
が避けられない場合には、クラッシュするまでの
間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル
ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、
人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること
が求められる。

の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法
や応急処置について訓練を積んでいる。上述した
ETは、レスキューの中から選抜されたメンバーに
ドクターが加わって構成される。
　7-3　ファイアー
　耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい
て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が
一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。
　7-4　パドック
　レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ
フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ
の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、
安全確保のため速度規制が行われている）、チーム
への各種通達などを担当する。
　7-5　計時
　競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担
うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭
の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ
ムやレースタイムを1,000分の１秒単位で集計・整
合し、随時発表・配布する。
　7-6　車検・技術
　レース参加車両が規定通りに整備されているか、
不正はないかについて、レース前およびレース後に
チェックすることを車検という。車両だけでなく、
耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・
ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す
る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視
なども役務の一部である。
　7-7　事務局
　競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対
応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般
を行う。
　上記7セクションからなるオフィシャルは、原則
としてボランティア活動であることは意外と知られ
ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い
日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作
業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット
の安全は確保されているのである。

　本稿では、『走る実験室』としての役割を担う鈴
鹿サーキットにおける安全確保について解説してき
たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ
ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単
なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント
でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー
スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー
ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを
拡大することが最も容易であるが、それを行うと
コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長
は、開業当時6㎞を超えていたが、改修のたびに短
くなって、現在では約5.8kmになった。コース長が
短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると
いう利点があるが、観客席との距離が離れるという
欠点もある。
　鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ
インメント施設としてのバランスを取りながら、こ
れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け
ていく。

対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その
結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用
エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、
18歳以下に義務化する2016年の20％に比べて、
2018年は32.6％まで向上している。
　さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア
バックの有効性について広く告知する必要がある
が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック
は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー
スにおけるエアバックの有効性について、既存の分
析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー
スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、
②顔面、③頚部、④頚椎、⑤胸・腰椎、⑥胸・背部、⑦腹・
腰部、⑧骨盤、⑨上肢、⑩下肢に分け、独自にライダー
の負傷率を集計している（Fig.8）。エアバック装着
による効果が特に期待される①～④の部位における

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな
かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に
負傷率が7%低いことが確認された（Fig.9）。上記
①～④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に
つながる可能性が高い部位であり、このデータから
エアバックの効果が期待できる。
　一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会
員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく
いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら
ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ
た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役
あるいはOBの著名なレーサーをアドバイザーとし
て1～2名招聘し、走行会員が安全にステップアッ
プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、
分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会
員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

　ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から
主な安全対策について解説してきたが、それらがう
まく機能するためには、人が要となる。近年、レー
シングコースにおいても、かなりの部分でIT化に
よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ
ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて
の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実
に決められた行動ができなければ、安全を担保する

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも
ある。
　その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には43台のモニターが設
置され、コース内39カ所に設置されたカメラから
の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ
とができる（Fig.10）。すべてのカメラは首を振る
ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア
クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察
することが可能である。
　また、すべてのカメラに対して、接続された2つ
のハードディスクに常時、録画が行われており、ア
クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、
二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

　平日の営業は、サーキット従業員を中心として
コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント
になると、従業員だけでは安全を担保することは不
可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル
と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット
に集結することではじめてレースを開催することが
可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース
の開催規模に応じて決定される。例えば、F1開催
時には約500名のオフィシャルがサーキット各所に
待機し、作業を行うことで安全が確保されている。
　オフィシャルは、役務によって以下に示す7つの
セクションに分かれて組織されている。
　7-1　コース
　コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
　7-2　レスキュー
　競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー

医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務
付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ
近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。
ヨーロッパで開催されるF1コースでは、既にヘリ
コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた
が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ
ていなかった。
　そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要

請するとともに、モータースポーツに理解のある病
院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで
きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIAから
求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
　4-1　鈴鹿サーキット医務室の主な設備
　現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド2床、観察用ベッド3床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車2台、および普通救急車6台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）　

・ドーピング検査室
　4-2　メディカルスタッフ
　例えば、F1開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。
・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師
が最低2名

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師1名、熱傷に
精通した医師1名
　すなわち、最低4名の専門医がいれば、F1を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて10名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢35名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
　また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIAが要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せるとFIAが事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で40分以内、空路（ド
クターヘリ）で30分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIAから
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合
医療センターに、いずれも陸路で20分、空路では7
分で搬送を完了させることが可能である。
　もちろん、F1以外のレースでも、レースの規模、
観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス
タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー
スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい
るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、
薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人

が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
　参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低2名以上、四輪走行時は最低1名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず2名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を
図っている。
　4-3　ET（Extraction Team）
　四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を
保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、
F1においては飛散するマシンやパーツからドライ
バーを守るために2018年シリーズからHaloと呼ば
れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド
ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである
が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ
ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出
すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース
では、ET（Extraction Team：救出チーム）が編
成されることとなる。
　ETは、サーキット走行の経験を積んだベテラン
ドライバーが運転するET専用車両に、チーム員4
名と医師1名の6名編成で、車両には医療キットを
搭載する。ETは、レース車両・車種の構造に合わ
せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭
チームである。F1ではコース長6㎞を超えると、
最低2チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ
トのコース長は約5.8㎞であるが、万全を期して3
チーム編成としている。
　最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも2009年からハイブリッド化された。ハイブリッ
ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関
係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装
着が必須となった。つまりETは、前述のHaloを含
めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必
要となってきている（Fig.6）。

　先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策
も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積
極安全志向が求められる。そのためには、レースの
統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、
サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて
対策を立案、実行することが必要である。
　鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室
利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・
四輪など）、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部
位）などから分析を進めている。分析結果につい
ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ
ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役
立てている。
　例えば、2017年に行われた二輪レースに参加し
たライダー2,443人の参加年齢層を分析すると、10
代が10％、20代が17％、合わせて27％であるが、
その中で転倒して医務室を利用した125人の年齢構
成をみると、それぞれ16％、27％、合わせて43％
であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務
室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）。この
結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18歳以下
のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017年から義務付けた。
　レーシングコースで使用される二輪用エアバック
は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか
ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと
マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー
とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが
開き、展開する仕組みとなっている。
　もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け
るだけでなく、利用者の費用負担を軽減する支援金

　3-1　エスケープゾーン
　コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設
けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ
ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運
動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている
（Fig.3）。
1）グラベルベッド
　従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー
スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで
あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ
て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利
点があるが、その反面、砂利につかまって再スター
トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転
倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ
ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ
とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも
に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース
脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距
離を徒歩移動することになる。
2）バージアスファルト
　コースレイアウト上、比較的スペースが確保で
きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー
プゾーンに設置する場合が増えている。これは、
コースと同じアスファルト路面であるために、コー
スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転
者がコントロールできる幅が増える。また、これ
までのグラベルと違って、コースに復帰できる確
率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア
率が下がることになるので、選手、観客にとって
も喜ばしい限りである。

　一見、良いことずくめであるように感じるが、カー
ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高
くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に
ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者
が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁
石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と
なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。
　また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ
ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑
走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に
減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット
では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが
用意されている。
　鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー
キットであるため、両者が共存できる安全対策が求
められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、
広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広
いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速
度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時
にはトータルバランスが要求される。
　3-2　バリア
　エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両
は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ
て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右
することとなる。バリアは、コース内側からウレタ
ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ
ンスの順に設置されている。ただし、場所によって
は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ
リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ
れぞれの役目を解説する。
1）ウレタンバリア
　これは主に二輪用のバリアであり、ウレタン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を
受け止め、その後、急速に萎んで頭部を受け入れる

構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が4室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
　なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。
2）タイヤバリア
　これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ
シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に
したタイヤを6本積み上げて一束とする。さらに、
原則として6束を横に連結し、ワイヤーで固定した
ものをコース形状に合わせて配置している。意外に
思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し
ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな
らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも
のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔
軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。
タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故
に大きなエネルギーを受け止めることができる。過
大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体
が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。
　鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する
ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー
を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り
となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ
ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい
る装置である。
3）ガードレール
　鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一
般的な道路で使用されているガードレールと同じ形
状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸
収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か
ら支える役目も担っており、マシントラブルやク
ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に
避難することで安全を担保することができる。
　鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは
ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4）デブリフェンス
　デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは4～6
ｍの高さが確保されている。
　これまで2章と3章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1に示す。

　1987年のコース改修によって、F1開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけではF1を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
たからである。具体的には、レーシングコース内の

Fig.1　鈴鹿サーキットのコースレイアウト



　3.　衝突安全

　鈴鹿サーキットは、1962年に誕生した日本初の
国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト
をFig.1に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長
も約5.8㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー
スレコード1分27秒319（2017年）で換算すると、
コース全体の平均速度が240㎞/h近くに達し、日
本一の高速サーキットでもある。
　鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1グ

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿
サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、
F1誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する
ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは
間違いない。また、鈴鹿サーキットはF1に代表さ
れる四輪レースだけでなく、8時間耐久レースに代
表される二輪の世界選手権も開催している。読者の
方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪
の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す
ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。
　ドライバーやライダーの技術が日々向上するだけ
でなく、マシンやタイヤの性能も大きく進化し続け
ている。従って、トラックとしてのレーシングコー

スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため
の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード
ウェアだけで担保できるものではない。『ハードウェ
ア』、『ソフトウェア』、そして、それを機能させる『人
（ヒューマンウェア）』の3つの要素が有機的に重な
り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、
これら3つの要素について、まずは『予防安全』と『衝
突安全』の視点から解説していく。

　コース上での事故を防止するためには、走行する
車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ
る。そのために考えられる対策としては、
1.　路面摩擦係数μの向上
2.　意図的な減速を促す構造
3.　視界の確保
4.　情報伝達手段の確立
などがある。
　2-1　路面摩擦係数μの向上
　摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。
摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少
し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安
定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー
バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数
を高めることが必要である。しかし、走行速度の上
限値が定められている一般道路では、オーバーレイ
によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上
に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること
になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ
イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度
の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合
が生じた場合の被害が甚大化することにつながって
しまう。
　また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー
トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス
リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に
投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性
が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー
トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな
ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに
叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる
オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大
きくなる場合がある。
　路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ
のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝
のないタイヤが使用されることがほとんどである。
このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積
が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで
きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など
によって路面状態が急変すると急激にグリップを失
う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって
も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が
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排水性の良い舗装であることも求められる。
　2-2　意図的な減速を促す構造
　長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ
シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速
度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま
う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン
ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ
イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結
果的に走行速度を抑制することができる。なお、最
終コーナー手前のシケインは、1983年に設置
（1991年と2003年に改修）、ヘアピンカーブを立ち
上がった後の200Rの区間の二輪専用シケインは
2004年に設置された。ただし、いたずらにシケイ
ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ
クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ
る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必
要である。
　2-3　視界の確保
　一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ
トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン
トを減少させることができるのは明らかである。し
かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示
のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して
造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの
コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、
以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって
いる。
　2-4　情報伝達手段の確立
　サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット
や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し
ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する
ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化
や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1）オブザベーションポスト
　開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお

り、鈴鹿サーキットには現在、29カ所のポストが
設置されている。
2）灯火装置
　悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が
下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー
ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、
消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性
の良い灯火をレース旗と併用することになる。
　鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を
装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018
年7月に、F1で使用されているものと同規格であ
るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に
変更した（Fig.2）。これは三灯式の信号機と異なり、
レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで
なく、文字なども表示することができるため、今後
生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度
が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制
される。
　これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作
できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。
従って、人が配置されていないポストでも点灯させ
て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ
る安全性向上につながっている。

　車両がコースから逸脱してしまった場合、可能
であればクラッシュ（衝突）することなく、コー
スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ
が避けられない場合には、クラッシュするまでの
間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル
ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、
人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること
が求められる。

の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法
や応急処置について訓練を積んでいる。上述した
ETは、レスキューの中から選抜されたメンバーに
ドクターが加わって構成される。
　7-3　ファイアー
　耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい
て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が
一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。
　7-4　パドック
　レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ
フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ
の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、
安全確保のため速度規制が行われている）、チーム
への各種通達などを担当する。
　7-5　計時
　競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担
うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭
の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ
ムやレースタイムを1,000分の１秒単位で集計・整
合し、随時発表・配布する。
　7-6　車検・技術
　レース参加車両が規定通りに整備されているか、
不正はないかについて、レース前およびレース後に
チェックすることを車検という。車両だけでなく、
耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・
ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す
る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視
なども役務の一部である。
　7-7　事務局
　競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対
応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般
を行う。
　上記7セクションからなるオフィシャルは、原則
としてボランティア活動であることは意外と知られ
ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い
日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作
業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット
の安全は確保されているのである。

　本稿では、『走る実験室』としての役割を担う鈴
鹿サーキットにおける安全確保について解説してき
たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ
ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単
なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント
でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー
スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー
ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを
拡大することが最も容易であるが、それを行うと
コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長
は、開業当時6㎞を超えていたが、改修のたびに短
くなって、現在では約5.8kmになった。コース長が
短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると
いう利点があるが、観客席との距離が離れるという
欠点もある。
　鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ
インメント施設としてのバランスを取りながら、こ
れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け
ていく。

対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その
結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用
エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、
18歳以下に義務化する2016年の20％に比べて、
2018年は32.6％まで向上している。
　さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア
バックの有効性について広く告知する必要がある
が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック
は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー
スにおけるエアバックの有効性について、既存の分
析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー
スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、
②顔面、③頚部、④頚椎、⑤胸・腰椎、⑥胸・背部、⑦腹・
腰部、⑧骨盤、⑨上肢、⑩下肢に分け、独自にライダー
の負傷率を集計している（Fig.8）。エアバック装着
による効果が特に期待される①～④の部位における

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな
かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に
負傷率が7%低いことが確認された（Fig.9）。上記
①～④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に
つながる可能性が高い部位であり、このデータから
エアバックの効果が期待できる。
　一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会
員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく
いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら
ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ
た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役
あるいはOBの著名なレーサーをアドバイザーとし
て1～2名招聘し、走行会員が安全にステップアッ
プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、
分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会
員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

　ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から
主な安全対策について解説してきたが、それらがう
まく機能するためには、人が要となる。近年、レー
シングコースにおいても、かなりの部分でIT化に
よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ
ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて
の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実
に決められた行動ができなければ、安全を担保する

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも
ある。
　その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には43台のモニターが設
置され、コース内39カ所に設置されたカメラから
の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ
とができる（Fig.10）。すべてのカメラは首を振る
ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア
クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察
することが可能である。
　また、すべてのカメラに対して、接続された2つ
のハードディスクに常時、録画が行われており、ア
クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、
二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

　平日の営業は、サーキット従業員を中心として
コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント
になると、従業員だけでは安全を担保することは不
可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル
と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット
に集結することではじめてレースを開催することが
可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース
の開催規模に応じて決定される。例えば、F1開催
時には約500名のオフィシャルがサーキット各所に
待機し、作業を行うことで安全が確保されている。
　オフィシャルは、役務によって以下に示す7つの
セクションに分かれて組織されている。
　7-1　コース
　コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
　7-2　レスキュー
　競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー

医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務
付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ
近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。
ヨーロッパで開催されるF1コースでは、既にヘリ
コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた
が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ
ていなかった。
　そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要

請するとともに、モータースポーツに理解のある病
院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで
きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIAから
求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
　4-1　鈴鹿サーキット医務室の主な設備
　現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド2床、観察用ベッド3床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車2台、および普通救急車6台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）　

・ドーピング検査室
　4-2　メディカルスタッフ
　例えば、F1開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。
・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師
が最低2名

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師1名、熱傷に
精通した医師1名
　すなわち、最低4名の専門医がいれば、F1を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて10名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢35名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
　また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIAが要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せるとFIAが事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で40分以内、空路（ド
クターヘリ）で30分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIAから
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合
医療センターに、いずれも陸路で20分、空路では7
分で搬送を完了させることが可能である。
　もちろん、F1以外のレースでも、レースの規模、
観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス
タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー
スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい
るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、
薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人

が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
　参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低2名以上、四輪走行時は最低1名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず2名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を
図っている。
　4-3　ET（Extraction Team）
　四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を
保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、
F1においては飛散するマシンやパーツからドライ
バーを守るために2018年シリーズからHaloと呼ば
れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド
ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである
が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ
ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出
すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース
では、ET（Extraction Team：救出チーム）が編
成されることとなる。
　ETは、サーキット走行の経験を積んだベテラン
ドライバーが運転するET専用車両に、チーム員4
名と医師1名の6名編成で、車両には医療キットを
搭載する。ETは、レース車両・車種の構造に合わ
せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭
チームである。F1ではコース長6㎞を超えると、
最低2チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ
トのコース長は約5.8㎞であるが、万全を期して3
チーム編成としている。
　最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも2009年からハイブリッド化された。ハイブリッ
ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関
係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装
着が必須となった。つまりETは、前述のHaloを含
めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必
要となってきている（Fig.6）。

　先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策
も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積
極安全志向が求められる。そのためには、レースの
統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、
サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて
対策を立案、実行することが必要である。
　鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室
利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・
四輪など）、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部
位）などから分析を進めている。分析結果につい
ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ
ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役
立てている。
　例えば、2017年に行われた二輪レースに参加し
たライダー2,443人の参加年齢層を分析すると、10
代が10％、20代が17％、合わせて27％であるが、
その中で転倒して医務室を利用した125人の年齢構
成をみると、それぞれ16％、27％、合わせて43％
であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務
室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）。この
結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18歳以下
のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017年から義務付けた。
　レーシングコースで使用される二輪用エアバック
は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか
ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと
マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー
とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが
開き、展開する仕組みとなっている。
　もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け
るだけでなく、利用者の費用負担を軽減する支援金

　3-1　エスケープゾーン
　コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設
けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ
ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運
動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている
（Fig.3）。
1）グラベルベッド
　従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー
スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで
あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ
て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利
点があるが、その反面、砂利につかまって再スター
トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転
倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ
ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ
とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも
に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース
脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距
離を徒歩移動することになる。
2）バージアスファルト
　コースレイアウト上、比較的スペースが確保で
きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー
プゾーンに設置する場合が増えている。これは、
コースと同じアスファルト路面であるために、コー
スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転
者がコントロールできる幅が増える。また、これ
までのグラベルと違って、コースに復帰できる確
率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア
率が下がることになるので、選手、観客にとって
も喜ばしい限りである。

　一見、良いことずくめであるように感じるが、カー
ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高
くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に
ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者
が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁
石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と
なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。
　また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ
ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑
走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に
減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット
では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが
用意されている。
　鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー
キットであるため、両者が共存できる安全対策が求
められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、
広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広
いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速
度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時
にはトータルバランスが要求される。
　3-2　バリア
　エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両
は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ
て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右
することとなる。バリアは、コース内側からウレタ
ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ
ンスの順に設置されている。ただし、場所によって
は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ
リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ
れぞれの役目を解説する。
1）ウレタンバリア
　これは主に二輪用のバリアであり、ウレタン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を
受け止め、その後、急速に萎んで頭部を受け入れる

構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が4室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
　なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。
2）タイヤバリア
　これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ
シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に
したタイヤを6本積み上げて一束とする。さらに、
原則として6束を横に連結し、ワイヤーで固定した
ものをコース形状に合わせて配置している。意外に
思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し
ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな
らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも
のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔
軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。
タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故
に大きなエネルギーを受け止めることができる。過
大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体
が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。
　鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する
ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー
を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り
となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ
ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい
る装置である。
3）ガードレール
　鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一
般的な道路で使用されているガードレールと同じ形
状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸
収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か
ら支える役目も担っており、マシントラブルやク
ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に
避難することで安全を担保することができる。
　鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは
ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4）デブリフェンス
　デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは4～6
ｍの高さが確保されている。
　これまで2章と3章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1に示す。

　1987年のコース改修によって、F1開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけではF1を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
たからである。具体的には、レーシングコース内の

Fig.2　ライトパネルとポスト



　鈴鹿サーキットは、1962年に誕生した日本初の
国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト
をFig.1に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長
も約5.8㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー
スレコード1分27秒319（2017年）で換算すると、
コース全体の平均速度が240㎞/h近くに達し、日
本一の高速サーキットでもある。
　鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1グ

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿
サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、
F1誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する
ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは
間違いない。また、鈴鹿サーキットはF1に代表さ
れる四輪レースだけでなく、8時間耐久レースに代
表される二輪の世界選手権も開催している。読者の
方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪
の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す
ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。
　ドライバーやライダーの技術が日々向上するだけ
でなく、マシンやタイヤの性能も大きく進化し続け
ている。従って、トラックとしてのレーシングコー

スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため
の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード
ウェアだけで担保できるものではない。『ハードウェ
ア』、『ソフトウェア』、そして、それを機能させる『人
（ヒューマンウェア）』の3つの要素が有機的に重な
り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、
これら3つの要素について、まずは『予防安全』と『衝
突安全』の視点から解説していく。

　コース上での事故を防止するためには、走行する
車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ
る。そのために考えられる対策としては、
1.　路面摩擦係数μの向上
2.　意図的な減速を促す構造
3.　視界の確保
4.　情報伝達手段の確立
などがある。
　2-1　路面摩擦係数μの向上
　摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。
摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少
し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安
定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー
バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数
を高めることが必要である。しかし、走行速度の上
限値が定められている一般道路では、オーバーレイ
によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上
に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること
になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ
イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度
の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合
が生じた場合の被害が甚大化することにつながって
しまう。
　また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー
トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス
リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に
投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性
が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー
トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな
ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに
叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる
オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大
きくなる場合がある。
　路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ
のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝
のないタイヤが使用されることがほとんどである。
このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積
が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで
きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など
によって路面状態が急変すると急激にグリップを失
う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって
も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が

排水性の良い舗装であることも求められる。
　2-2　意図的な減速を促す構造
　長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ
シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速
度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま
う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン
ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ
イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結
果的に走行速度を抑制することができる。なお、最
終コーナー手前のシケインは、1983年に設置
（1991年と2003年に改修）、ヘアピンカーブを立ち
上がった後の200Rの区間の二輪専用シケインは
2004年に設置された。ただし、いたずらにシケイ
ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ
クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ
る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必
要である。
　2-3　視界の確保
　一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ
トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン
トを減少させることができるのは明らかである。し
かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示
のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して
造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの
コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、
以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって
いる。
　2-4　情報伝達手段の確立
　サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット
や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し
ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する
ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化
や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1）オブザベーションポスト
　開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお

り、鈴鹿サーキットには現在、29カ所のポストが
設置されている。
2）灯火装置
　悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が
下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー
ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、
消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性
の良い灯火をレース旗と併用することになる。
　鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を
装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018
年7月に、F1で使用されているものと同規格であ
るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に
変更した（Fig.2）。これは三灯式の信号機と異なり、
レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで
なく、文字なども表示することができるため、今後
生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度
が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制
される。
　これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作
できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。
従って、人が配置されていないポストでも点灯させ
て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ
る安全性向上につながっている。

　車両がコースから逸脱してしまった場合、可能
であればクラッシュ（衝突）することなく、コー
スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ
が避けられない場合には、クラッシュするまでの
間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル
ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、
人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること
が求められる。

の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法
や応急処置について訓練を積んでいる。上述した
ETは、レスキューの中から選抜されたメンバーに
ドクターが加わって構成される。
　7-3　ファイアー
　耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい
て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が
一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。
　7-4　パドック
　レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ
フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ
の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、
安全確保のため速度規制が行われている）、チーム
への各種通達などを担当する。
　7-5　計時
　競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担
うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭
の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ
ムやレースタイムを1,000分の１秒単位で集計・整
合し、随時発表・配布する。
　7-6　車検・技術
　レース参加車両が規定通りに整備されているか、
不正はないかについて、レース前およびレース後に
チェックすることを車検という。車両だけでなく、
耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・
ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す
る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視
なども役務の一部である。
　7-7　事務局
　競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対
応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般
を行う。
　上記7セクションからなるオフィシャルは、原則
としてボランティア活動であることは意外と知られ
ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い
日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作
業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット
の安全は確保されているのである。

　本稿では、『走る実験室』としての役割を担う鈴
鹿サーキットにおける安全確保について解説してき
たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ
ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単
なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント
でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー
スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー
ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを
拡大することが最も容易であるが、それを行うと
コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長
は、開業当時6㎞を超えていたが、改修のたびに短
くなって、現在では約5.8kmになった。コース長が
短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると
いう利点があるが、観客席との距離が離れるという
欠点もある。
　鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ
インメント施設としてのバランスを取りながら、こ
れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け
ていく。

対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その
結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用
エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、
18歳以下に義務化する2016年の20％に比べて、
2018年は32.6％まで向上している。
　さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア
バックの有効性について広く告知する必要がある
が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック
は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー
スにおけるエアバックの有効性について、既存の分
析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー
スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、
②顔面、③頚部、④頚椎、⑤胸・腰椎、⑥胸・背部、⑦腹・
腰部、⑧骨盤、⑨上肢、⑩下肢に分け、独自にライダー
の負傷率を集計している（Fig.8）。エアバック装着
による効果が特に期待される①～④の部位における

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな
かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に
負傷率が7%低いことが確認された（Fig.9）。上記
①～④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に
つながる可能性が高い部位であり、このデータから
エアバックの効果が期待できる。
　一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会
員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく
いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら
ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ
た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役
あるいはOBの著名なレーサーをアドバイザーとし
て1～2名招聘し、走行会員が安全にステップアッ
プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、
分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会
員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

　ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から
主な安全対策について解説してきたが、それらがう
まく機能するためには、人が要となる。近年、レー
シングコースにおいても、かなりの部分でIT化に
よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ
ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて
の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実
に決められた行動ができなければ、安全を担保する

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも
ある。
　その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には43台のモニターが設
置され、コース内39カ所に設置されたカメラから
の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ
とができる（Fig.10）。すべてのカメラは首を振る
ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア
クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察
することが可能である。
　また、すべてのカメラに対して、接続された2つ
のハードディスクに常時、録画が行われており、ア
クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、
二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

　平日の営業は、サーキット従業員を中心として
コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント
になると、従業員だけでは安全を担保することは不
可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル
と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット
に集結することではじめてレースを開催することが
可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース
の開催規模に応じて決定される。例えば、F1開催
時には約500名のオフィシャルがサーキット各所に
待機し、作業を行うことで安全が確保されている。
　オフィシャルは、役務によって以下に示す7つの
セクションに分かれて組織されている。
　7-1　コース
　コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
　7-2　レスキュー
　競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー

医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務
付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ
近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。
ヨーロッパで開催されるF1コースでは、既にヘリ
コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた
が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ
ていなかった。
　そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要

請するとともに、モータースポーツに理解のある病
院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで
きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIAから
求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
　4-1　鈴鹿サーキット医務室の主な設備
　現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド2床、観察用ベッド3床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車2台、および普通救急車6台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）　

・ドーピング検査室
　4-2　メディカルスタッフ
　例えば、F1開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。
・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師
が最低2名

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師1名、熱傷に
精通した医師1名
　すなわち、最低4名の専門医がいれば、F1を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて10名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢35名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
　また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIAが要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せるとFIAが事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で40分以内、空路（ド
クターヘリ）で30分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIAから
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合
医療センターに、いずれも陸路で20分、空路では7
分で搬送を完了させることが可能である。
　もちろん、F1以外のレースでも、レースの規模、
観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス
タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー
スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい
るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、
薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人

が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
　参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低2名以上、四輪走行時は最低1名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず2名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を
図っている。
　4-3　ET（Extraction Team）
　四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を
保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、
F1においては飛散するマシンやパーツからドライ
バーを守るために2018年シリーズからHaloと呼ば
れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド
ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである
が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ
ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出
すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース
では、ET（Extraction Team：救出チーム）が編
成されることとなる。
　ETは、サーキット走行の経験を積んだベテラン
ドライバーが運転するET専用車両に、チーム員4
名と医師1名の6名編成で、車両には医療キットを
搭載する。ETは、レース車両・車種の構造に合わ
せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭
チームである。F1ではコース長6㎞を超えると、
最低2チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ
トのコース長は約5.8㎞であるが、万全を期して3
チーム編成としている。
　最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも2009年からハイブリッド化された。ハイブリッ
ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関
係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装
着が必須となった。つまりETは、前述のHaloを含
めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必
要となってきている（Fig.6）。

　先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策
も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積
極安全志向が求められる。そのためには、レースの
統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、
サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて
対策を立案、実行することが必要である。
　鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室
利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・
四輪など）、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部
位）などから分析を進めている。分析結果につい
ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ
ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役
立てている。
　例えば、2017年に行われた二輪レースに参加し
たライダー2,443人の参加年齢層を分析すると、10
代が10％、20代が17％、合わせて27％であるが、
その中で転倒して医務室を利用した125人の年齢構
成をみると、それぞれ16％、27％、合わせて43％
であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務
室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）。この
結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18歳以下
のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017年から義務付けた。
　レーシングコースで使用される二輪用エアバック
は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか
ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと
マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー
とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが
開き、展開する仕組みとなっている。
　もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け
るだけでなく、利用者の費用負担を軽減する支援金
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　3-1　エスケープゾーン
　コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設
けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ
ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運
動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている
（Fig.3）。
1）グラベルベッド
　従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー
スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで
あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ
て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利
点があるが、その反面、砂利につかまって再スター
トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転
倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ
ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ
とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも
に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース
脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距
離を徒歩移動することになる。
2）バージアスファルト
　コースレイアウト上、比較的スペースが確保で
きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー
プゾーンに設置する場合が増えている。これは、
コースと同じアスファルト路面であるために、コー
スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転
者がコントロールできる幅が増える。また、これ
までのグラベルと違って、コースに復帰できる確
率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア
率が下がることになるので、選手、観客にとって
も喜ばしい限りである。

　一見、良いことずくめであるように感じるが、カー
ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高
くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に
ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者
が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁
石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と
なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。
　また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ
ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑
走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に
減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット
では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが
用意されている。
　鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー
キットであるため、両者が共存できる安全対策が求
められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、
広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広
いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速
度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時
にはトータルバランスが要求される。
　3-2　バリア
　エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両
は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ
て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右
することとなる。バリアは、コース内側からウレタ
ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ
ンスの順に設置されている。ただし、場所によって
は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ
リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ
れぞれの役目を解説する。
1）ウレタンバリア
　これは主に二輪用のバリアであり、ウレタン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を
受け止め、その後、急速に萎んで頭部を受け入れる

構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が4室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
　なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。
2）タイヤバリア
　これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ
シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に
したタイヤを6本積み上げて一束とする。さらに、
原則として6束を横に連結し、ワイヤーで固定した
ものをコース形状に合わせて配置している。意外に
思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し
ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな
らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも
のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔
軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。
タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故
に大きなエネルギーを受け止めることができる。過
大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体
が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。
　鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する
ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー
を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り
となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ
ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい
る装置である。
3）ガードレール
　鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一
般的な道路で使用されているガードレールと同じ形
状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸
収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か
ら支える役目も担っており、マシントラブルやク
ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に
避難することで安全を担保することができる。
　鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは
ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4）デブリフェンス
　デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは4～6
ｍの高さが確保されている。
　これまで2章と3章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1に示す。

　1987年のコース改修によって、F1開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけではF1を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
たからである。具体的には、レーシングコース内のFig.3　エスケープゾーン



　鈴鹿サーキットは、1962年に誕生した日本初の
国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト
をFig.1に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長
も約5.8㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー
スレコード1分27秒319（2017年）で換算すると、
コース全体の平均速度が240㎞/h近くに達し、日
本一の高速サーキットでもある。
　鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1グ

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿
サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、
F1誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する
ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは
間違いない。また、鈴鹿サーキットはF1に代表さ
れる四輪レースだけでなく、8時間耐久レースに代
表される二輪の世界選手権も開催している。読者の
方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪
の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す
ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。
　ドライバーやライダーの技術が日々向上するだけ
でなく、マシンやタイヤの性能も大きく進化し続け
ている。従って、トラックとしてのレーシングコー

スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため
の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード
ウェアだけで担保できるものではない。『ハードウェ
ア』、『ソフトウェア』、そして、それを機能させる『人
（ヒューマンウェア）』の3つの要素が有機的に重な
り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、
これら3つの要素について、まずは『予防安全』と『衝
突安全』の視点から解説していく。

　コース上での事故を防止するためには、走行する
車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ
る。そのために考えられる対策としては、
1.　路面摩擦係数μの向上
2.　意図的な減速を促す構造
3.　視界の確保
4.　情報伝達手段の確立
などがある。
　2-1　路面摩擦係数μの向上
　摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。
摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少
し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安
定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー
バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数
を高めることが必要である。しかし、走行速度の上
限値が定められている一般道路では、オーバーレイ
によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上
に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること
になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ
イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度
の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合
が生じた場合の被害が甚大化することにつながって
しまう。
　また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー
トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス
リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に
投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性
が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー
トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな
ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに
叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる
オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大
きくなる場合がある。
　路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ
のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝
のないタイヤが使用されることがほとんどである。
このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積
が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで
きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など
によって路面状態が急変すると急激にグリップを失
う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって
も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が

排水性の良い舗装であることも求められる。
　2-2　意図的な減速を促す構造
　長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ
シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速
度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま
う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン
ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ
イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結
果的に走行速度を抑制することができる。なお、最
終コーナー手前のシケインは、1983年に設置
（1991年と2003年に改修）、ヘアピンカーブを立ち
上がった後の200Rの区間の二輪専用シケインは
2004年に設置された。ただし、いたずらにシケイ
ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ
クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ
る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必
要である。
　2-3　視界の確保
　一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ
トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン
トを減少させることができるのは明らかである。し
かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示
のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して
造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの
コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、
以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって
いる。
　2-4　情報伝達手段の確立
　サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット
や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し
ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する
ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化
や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1）オブザベーションポスト
　開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお

り、鈴鹿サーキットには現在、29カ所のポストが
設置されている。
2）灯火装置
　悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が
下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー
ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、
消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性
の良い灯火をレース旗と併用することになる。
　鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を
装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018
年7月に、F1で使用されているものと同規格であ
るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に
変更した（Fig.2）。これは三灯式の信号機と異なり、
レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで
なく、文字なども表示することができるため、今後
生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度
が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制
される。
　これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作
できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。
従って、人が配置されていないポストでも点灯させ
て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ
る安全性向上につながっている。

　車両がコースから逸脱してしまった場合、可能
であればクラッシュ（衝突）することなく、コー
スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ
が避けられない場合には、クラッシュするまでの
間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル
ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、
人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること
が求められる。

の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法
や応急処置について訓練を積んでいる。上述した
ETは、レスキューの中から選抜されたメンバーに
ドクターが加わって構成される。
　7-3　ファイアー
　耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい
て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が
一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。
　7-4　パドック
　レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ
フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ
の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、
安全確保のため速度規制が行われている）、チーム
への各種通達などを担当する。
　7-5　計時
　競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担
うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭
の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ
ムやレースタイムを1,000分の１秒単位で集計・整
合し、随時発表・配布する。
　7-6　車検・技術
　レース参加車両が規定通りに整備されているか、
不正はないかについて、レース前およびレース後に
チェックすることを車検という。車両だけでなく、
耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・
ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す
る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視
なども役務の一部である。
　7-7　事務局
　競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対
応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般
を行う。
　上記7セクションからなるオフィシャルは、原則
としてボランティア活動であることは意外と知られ
ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い
日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作
業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット
の安全は確保されているのである。

　本稿では、『走る実験室』としての役割を担う鈴
鹿サーキットにおける安全確保について解説してき
たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ
ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単
なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント
でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー
スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー
ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを
拡大することが最も容易であるが、それを行うと
コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長
は、開業当時6㎞を超えていたが、改修のたびに短
くなって、現在では約5.8kmになった。コース長が
短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると
いう利点があるが、観客席との距離が離れるという
欠点もある。
　鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ
インメント施設としてのバランスを取りながら、こ
れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け
ていく。

対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その
結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用
エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、
18歳以下に義務化する2016年の20％に比べて、
2018年は32.6％まで向上している。
　さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア
バックの有効性について広く告知する必要がある
が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック
は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー
スにおけるエアバックの有効性について、既存の分
析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー
スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、
②顔面、③頚部、④頚椎、⑤胸・腰椎、⑥胸・背部、⑦腹・
腰部、⑧骨盤、⑨上肢、⑩下肢に分け、独自にライダー
の負傷率を集計している（Fig.8）。エアバック装着
による効果が特に期待される①～④の部位における

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな
かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に
負傷率が7%低いことが確認された（Fig.9）。上記
①～④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に
つながる可能性が高い部位であり、このデータから
エアバックの効果が期待できる。
　一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会
員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく
いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら
ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ
た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役
あるいはOBの著名なレーサーをアドバイザーとし
て1～2名招聘し、走行会員が安全にステップアッ
プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、
分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会
員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

　ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から
主な安全対策について解説してきたが、それらがう
まく機能するためには、人が要となる。近年、レー
シングコースにおいても、かなりの部分でIT化に
よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ
ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて
の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実
に決められた行動ができなければ、安全を担保する

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも
ある。
　その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には43台のモニターが設
置され、コース内39カ所に設置されたカメラから
の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ
とができる（Fig.10）。すべてのカメラは首を振る
ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア
クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察
することが可能である。
　また、すべてのカメラに対して、接続された2つ
のハードディスクに常時、録画が行われており、ア
クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、
二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

　平日の営業は、サーキット従業員を中心として
コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント
になると、従業員だけでは安全を担保することは不
可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル
と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット
に集結することではじめてレースを開催することが
可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース
の開催規模に応じて決定される。例えば、F1開催
時には約500名のオフィシャルがサーキット各所に
待機し、作業を行うことで安全が確保されている。
　オフィシャルは、役務によって以下に示す7つの
セクションに分かれて組織されている。
　7-1　コース
　コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
　7-2　レスキュー
　競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー

医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務
付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ
近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。
ヨーロッパで開催されるF1コースでは、既にヘリ
コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた
が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ
ていなかった。
　そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要

請するとともに、モータースポーツに理解のある病
院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで
きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIAから
求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
　4-1　鈴鹿サーキット医務室の主な設備
　現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド2床、観察用ベッド3床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車2台、および普通救急車6台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）　

・ドーピング検査室
　4-2　メディカルスタッフ
　例えば、F1開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。
・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師
が最低2名

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師1名、熱傷に
精通した医師1名
　すなわち、最低4名の専門医がいれば、F1を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて10名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢35名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
　また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIAが要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せるとFIAが事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で40分以内、空路（ド
クターヘリ）で30分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIAから
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合
医療センターに、いずれも陸路で20分、空路では7
分で搬送を完了させることが可能である。
　もちろん、F1以外のレースでも、レースの規模、
観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス
タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー
スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい
るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、
薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人

が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
　参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低2名以上、四輪走行時は最低1名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず2名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を
図っている。
　4-3　ET（Extraction Team）
　四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を
保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、
F1においては飛散するマシンやパーツからドライ
バーを守るために2018年シリーズからHaloと呼ば
れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド
ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである
が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ
ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出
すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース
では、ET（Extraction Team：救出チーム）が編
成されることとなる。
　ETは、サーキット走行の経験を積んだベテラン
ドライバーが運転するET専用車両に、チーム員4
名と医師1名の6名編成で、車両には医療キットを
搭載する。ETは、レース車両・車種の構造に合わ
せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭
チームである。F1ではコース長6㎞を超えると、
最低2チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ
トのコース長は約5.8㎞であるが、万全を期して3
チーム編成としている。
　最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも2009年からハイブリッド化された。ハイブリッ
ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関
係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装
着が必須となった。つまりETは、前述のHaloを含
めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必
要となってきている（Fig.6）。

　先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策
も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積
極安全志向が求められる。そのためには、レースの
統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、
サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて
対策を立案、実行することが必要である。
　鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室
利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・
四輪など）、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部
位）などから分析を進めている。分析結果につい
ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ
ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役
立てている。
　例えば、2017年に行われた二輪レースに参加し
たライダー2,443人の参加年齢層を分析すると、10
代が10％、20代が17％、合わせて27％であるが、
その中で転倒して医務室を利用した125人の年齢構
成をみると、それぞれ16％、27％、合わせて43％
であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務
室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）。この
結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18歳以下
のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017年から義務付けた。
　レーシングコースで使用される二輪用エアバック
は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか
ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと
マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー
とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが
開き、展開する仕組みとなっている。
　もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け
るだけでなく、利用者の費用負担を軽減する支援金

　3-1　エスケープゾーン
　コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設
けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ
ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運
動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている
（Fig.3）。
1）グラベルベッド
　従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー
スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで
あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ
て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利
点があるが、その反面、砂利につかまって再スター
トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転
倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ
ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ
とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも
に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース
脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距
離を徒歩移動することになる。
2）バージアスファルト
　コースレイアウト上、比較的スペースが確保で
きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー
プゾーンに設置する場合が増えている。これは、
コースと同じアスファルト路面であるために、コー
スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転
者がコントロールできる幅が増える。また、これ
までのグラベルと違って、コースに復帰できる確
率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア
率が下がることになるので、選手、観客にとって
も喜ばしい限りである。

　一見、良いことずくめであるように感じるが、カー
ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高
くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に
ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者
が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁
石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と
なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。
　また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ
ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑
走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に
減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット
では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが
用意されている。
　鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー
キットであるため、両者が共存できる安全対策が求
められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、
広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広
いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速
度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時
にはトータルバランスが要求される。
　3-2　バリア
　エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両
は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ
て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右
することとなる。バリアは、コース内側からウレタ
ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ
ンスの順に設置されている。ただし、場所によって
は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ
リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ
れぞれの役目を解説する。
1）ウレタンバリア
　これは主に二輪用のバリアであり、ウレタン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を
受け止め、その後、急速に萎んで頭部を受け入れる
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構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が4室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
　なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。
2）タイヤバリア
　これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ
シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に
したタイヤを6本積み上げて一束とする。さらに、
原則として6束を横に連結し、ワイヤーで固定した
ものをコース形状に合わせて配置している。意外に
思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し
ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな
らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも
のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔
軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。
タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故
に大きなエネルギーを受け止めることができる。過
大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体
が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。
　鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する
ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー
を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り
となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ
ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい
る装置である。
3）ガードレール
　鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一
般的な道路で使用されているガードレールと同じ形
状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸
収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か
ら支える役目も担っており、マシントラブルやク
ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に
避難することで安全を担保することができる。
　鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは
ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4）デブリフェンス
　デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは4～6
ｍの高さが確保されている。
　これまで2章と3章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1に示す。

　1987年のコース改修によって、F1開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけではF1を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
たからである。具体的には、レーシングコース内の

　4.　救急体制

Fig.4　ウレタンの内部構造

Fig.5　タイヤバリアとウレタンベルト



　鈴鹿サーキットは、1962年に誕生した日本初の
国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト
をFig.1に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長
も約5.8㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー
スレコード1分27秒319（2017年）で換算すると、
コース全体の平均速度が240㎞/h近くに達し、日
本一の高速サーキットでもある。
　鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1グ

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿
サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、
F1誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する
ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは
間違いない。また、鈴鹿サーキットはF1に代表さ
れる四輪レースだけでなく、8時間耐久レースに代
表される二輪の世界選手権も開催している。読者の
方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪
の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す
ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。
　ドライバーやライダーの技術が日々向上するだけ
でなく、マシンやタイヤの性能も大きく進化し続け
ている。従って、トラックとしてのレーシングコー

スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため
の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード
ウェアだけで担保できるものではない。『ハードウェ
ア』、『ソフトウェア』、そして、それを機能させる『人
（ヒューマンウェア）』の3つの要素が有機的に重な
り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、
これら3つの要素について、まずは『予防安全』と『衝
突安全』の視点から解説していく。

　コース上での事故を防止するためには、走行する
車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ
る。そのために考えられる対策としては、
1.　路面摩擦係数μの向上
2.　意図的な減速を促す構造
3.　視界の確保
4.　情報伝達手段の確立
などがある。
　2-1　路面摩擦係数μの向上
　摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。
摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少
し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安
定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー
バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数
を高めることが必要である。しかし、走行速度の上
限値が定められている一般道路では、オーバーレイ
によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上
に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること
になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ
イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度
の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合
が生じた場合の被害が甚大化することにつながって
しまう。
　また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー
トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス
リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に
投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性
が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー
トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな
ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに
叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる
オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大
きくなる場合がある。
　路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ
のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝
のないタイヤが使用されることがほとんどである。
このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積
が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで
きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など
によって路面状態が急変すると急激にグリップを失
う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって
も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が

排水性の良い舗装であることも求められる。
　2-2　意図的な減速を促す構造
　長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ
シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速
度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま
う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン
ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ
イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結
果的に走行速度を抑制することができる。なお、最
終コーナー手前のシケインは、1983年に設置
（1991年と2003年に改修）、ヘアピンカーブを立ち
上がった後の200Rの区間の二輪専用シケインは
2004年に設置された。ただし、いたずらにシケイ
ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ
クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ
る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必
要である。
　2-3　視界の確保
　一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ
トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン
トを減少させることができるのは明らかである。し
かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示
のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して
造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの
コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、
以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって
いる。
　2-4　情報伝達手段の確立
　サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット
や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し
ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する
ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化
や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1）オブザベーションポスト
　開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお

り、鈴鹿サーキットには現在、29カ所のポストが
設置されている。
2）灯火装置
　悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が
下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー
ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、
消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性
の良い灯火をレース旗と併用することになる。
　鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を
装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018
年7月に、F1で使用されているものと同規格であ
るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に
変更した（Fig.2）。これは三灯式の信号機と異なり、
レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで
なく、文字なども表示することができるため、今後
生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度
が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制
される。
　これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作
できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。
従って、人が配置されていないポストでも点灯させ
て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ
る安全性向上につながっている。

　車両がコースから逸脱してしまった場合、可能
であればクラッシュ（衝突）することなく、コー
スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ
が避けられない場合には、クラッシュするまでの
間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル
ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、
人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること
が求められる。

の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法
や応急処置について訓練を積んでいる。上述した
ETは、レスキューの中から選抜されたメンバーに
ドクターが加わって構成される。
　7-3　ファイアー
　耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい
て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が
一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。
　7-4　パドック
　レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ
フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ
の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、
安全確保のため速度規制が行われている）、チーム
への各種通達などを担当する。
　7-5　計時
　競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担
うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭
の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ
ムやレースタイムを1,000分の１秒単位で集計・整
合し、随時発表・配布する。
　7-6　車検・技術
　レース参加車両が規定通りに整備されているか、
不正はないかについて、レース前およびレース後に
チェックすることを車検という。車両だけでなく、
耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・
ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す
る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視
なども役務の一部である。
　7-7　事務局
　競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対
応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般
を行う。
　上記7セクションからなるオフィシャルは、原則
としてボランティア活動であることは意外と知られ
ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い
日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作
業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット
の安全は確保されているのである。

　本稿では、『走る実験室』としての役割を担う鈴
鹿サーキットにおける安全確保について解説してき
たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ
ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単
なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント
でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー
スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー
ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを
拡大することが最も容易であるが、それを行うと
コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長
は、開業当時6㎞を超えていたが、改修のたびに短
くなって、現在では約5.8kmになった。コース長が
短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると
いう利点があるが、観客席との距離が離れるという
欠点もある。
　鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ
インメント施設としてのバランスを取りながら、こ
れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け
ていく。

対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その
結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用
エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、
18歳以下に義務化する2016年の20％に比べて、
2018年は32.6％まで向上している。
　さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア
バックの有効性について広く告知する必要がある
が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック
は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー
スにおけるエアバックの有効性について、既存の分
析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー
スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、
②顔面、③頚部、④頚椎、⑤胸・腰椎、⑥胸・背部、⑦腹・
腰部、⑧骨盤、⑨上肢、⑩下肢に分け、独自にライダー
の負傷率を集計している（Fig.8）。エアバック装着
による効果が特に期待される①～④の部位における

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな
かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に
負傷率が7%低いことが確認された（Fig.9）。上記
①～④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に
つながる可能性が高い部位であり、このデータから
エアバックの効果が期待できる。
　一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会
員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく
いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら
ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ
た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役
あるいはOBの著名なレーサーをアドバイザーとし
て1～2名招聘し、走行会員が安全にステップアッ
プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、
分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会
員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

　ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から
主な安全対策について解説してきたが、それらがう
まく機能するためには、人が要となる。近年、レー
シングコースにおいても、かなりの部分でIT化に
よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ
ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて
の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実
に決められた行動ができなければ、安全を担保する

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも
ある。
　その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には43台のモニターが設
置され、コース内39カ所に設置されたカメラから
の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ
とができる（Fig.10）。すべてのカメラは首を振る
ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア
クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察
することが可能である。
　また、すべてのカメラに対して、接続された2つ
のハードディスクに常時、録画が行われており、ア
クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、
二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

　平日の営業は、サーキット従業員を中心として
コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント
になると、従業員だけでは安全を担保することは不
可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル
と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット
に集結することではじめてレースを開催することが
可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース
の開催規模に応じて決定される。例えば、F1開催
時には約500名のオフィシャルがサーキット各所に
待機し、作業を行うことで安全が確保されている。
　オフィシャルは、役務によって以下に示す7つの
セクションに分かれて組織されている。
　7-1　コース
　コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
　7-2　レスキュー
　競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー
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医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務
付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ
近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。
ヨーロッパで開催されるF1コースでは、既にヘリ
コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた
が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ
ていなかった。
　そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要

請するとともに、モータースポーツに理解のある病
院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで
きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIAから
求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
　4-1　鈴鹿サーキット医務室の主な設備
　現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド2床、観察用ベッド3床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車2台、および普通救急車6台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）　

・ドーピング検査室
　4-2　メディカルスタッフ
　例えば、F1開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。
・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師
が最低2名

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師1名、熱傷に
精通した医師1名
　すなわち、最低4名の専門医がいれば、F1を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて10名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢35名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
　また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIAが要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せるとFIAが事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で40分以内、空路（ド
クターヘリ）で30分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIAから
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合
医療センターに、いずれも陸路で20分、空路では7
分で搬送を完了させることが可能である。
　もちろん、F1以外のレースでも、レースの規模、
観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス
タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー
スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい
るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、
薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人

が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
　参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低2名以上、四輪走行時は最低1名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず2名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を
図っている。
　4-3　ET（Extraction Team）
　四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を
保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、
F1においては飛散するマシンやパーツからドライ
バーを守るために2018年シリーズからHaloと呼ば
れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド
ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである
が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ
ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出
すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース
では、ET（Extraction Team：救出チーム）が編
成されることとなる。
　ETは、サーキット走行の経験を積んだベテラン
ドライバーが運転するET専用車両に、チーム員4
名と医師1名の6名編成で、車両には医療キットを
搭載する。ETは、レース車両・車種の構造に合わ
せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭
チームである。F1ではコース長6㎞を超えると、
最低2チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ
トのコース長は約5.8㎞であるが、万全を期して3
チーム編成としている。
　最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも2009年からハイブリッド化された。ハイブリッ
ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関
係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装
着が必須となった。つまりETは、前述のHaloを含
めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必
要となってきている（Fig.6）。

　先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策
も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積
極安全志向が求められる。そのためには、レースの
統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、
サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて
対策を立案、実行することが必要である。
　鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室
利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・
四輪など）、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部
位）などから分析を進めている。分析結果につい
ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ
ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役
立てている。
　例えば、2017年に行われた二輪レースに参加し
たライダー2,443人の参加年齢層を分析すると、10
代が10％、20代が17％、合わせて27％であるが、
その中で転倒して医務室を利用した125人の年齢構
成をみると、それぞれ16％、27％、合わせて43％
であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務
室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）。この
結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18歳以下
のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017年から義務付けた。
　レーシングコースで使用される二輪用エアバック
は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか
ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと
マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー
とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが
開き、展開する仕組みとなっている。
　もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け
るだけでなく、利用者の費用負担を軽減する支援金

　3-1　エスケープゾーン
　コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設
けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ
ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運
動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている
（Fig.3）。
1）グラベルベッド
　従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー
スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで
あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ
て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利
点があるが、その反面、砂利につかまって再スター
トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転
倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ
ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ
とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも
に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース
脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距
離を徒歩移動することになる。
2）バージアスファルト
　コースレイアウト上、比較的スペースが確保で
きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー
プゾーンに設置する場合が増えている。これは、
コースと同じアスファルト路面であるために、コー
スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転
者がコントロールできる幅が増える。また、これ
までのグラベルと違って、コースに復帰できる確
率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア
率が下がることになるので、選手、観客にとって
も喜ばしい限りである。

　一見、良いことずくめであるように感じるが、カー
ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高
くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に
ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者
が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁
石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と
なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。
　また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ
ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑
走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に
減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット
では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが
用意されている。
　鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー
キットであるため、両者が共存できる安全対策が求
められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、
広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広
いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速
度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時
にはトータルバランスが要求される。
　3-2　バリア
　エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両
は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ
て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右
することとなる。バリアは、コース内側からウレタ
ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ
ンスの順に設置されている。ただし、場所によって
は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ
リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ
れぞれの役目を解説する。
1）ウレタンバリア
　これは主に二輪用のバリアであり、ウレタン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を
受け止め、その後、急速に萎んで頭部を受け入れる

構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が4室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
　なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。
2）タイヤバリア
　これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ
シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に
したタイヤを6本積み上げて一束とする。さらに、
原則として6束を横に連結し、ワイヤーで固定した
ものをコース形状に合わせて配置している。意外に
思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し
ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな
らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも
のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔
軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。
タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故
に大きなエネルギーを受け止めることができる。過
大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体
が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。
　鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する
ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー
を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り
となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ
ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい
る装置である。
3）ガードレール
　鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一
般的な道路で使用されているガードレールと同じ形
状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸
収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か
ら支える役目も担っており、マシントラブルやク
ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に
避難することで安全を担保することができる。
　鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは
ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4）デブリフェンス
　デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは4～6
ｍの高さが確保されている。
　これまで2章と3章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1に示す。

　1987年のコース改修によって、F1開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけではF1を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
たからである。具体的には、レーシングコース内の

Table 1　鈴鹿サーキットにおける安全性向上に関わる
　　　　 コース改修・対策

1983

1984

1985

1987

1991

2001

2002

2003

2004

2017

2018

2019

改修・対策内容施工年

・高速化するレースに対応して安全性を高めるた
め、最終コーナーにシケインを設けた。

・スプーンカーブを改修し、コーナーのアウト側に
広いランオフエリアを確保した。

・第１コーナーをやや手前に移し、アウト側のラン
オフエリアを拡張した。

・第１コーナーから第３コーナーまでの100R、
70R、60Rの3つの複合コーナーを、100Rと
60Rの2つのコーナーを短い直線でつなぐ形に
改めた。

・（F1開催を控えて）デグナーカーブを改修。80R
の1つのコーナーだったのを、15Rと25Rの２つ
のコーナーを直線でつないだ形に変更した。

・視界確保のため、デグナーカーブ内側を削る大
工事を行った。

・コントロールタワーを新築した。

・シケインを最終コーナー寄りに30m、ピットロー
ド入口を130R寄りに70m移動した。

・S字コーナーの一部をやや内側に移設し、アウ
ト側のランオフエリアを拡大した。

・逆バンクからダンロップカーブにかけての間を内
側に寄せ、ランオフエリアを拡大した。

・四輪と二輪でシケインを分離した。二輪用は四
輪用より約65m奥に配置。

・ランオフエリアが狭い200Rへの進入速度を抑
制するため、二輪専用のシケインを設置した。

・1～2コーナーの縁石をダブルカーブストーンに改
修。人工芝部分を撤去しバージアスファルト化。

・スプーンカーブも2017年の改修同様の施工を
実施。

・130Ｒの外側に対し前年同様の施工を実施。



　5.　積極安全

　鈴鹿サーキットは、1962年に誕生した日本初の
国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト
をFig.1に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長
も約5.8㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー
スレコード1分27秒319（2017年）で換算すると、
コース全体の平均速度が240㎞/h近くに達し、日
本一の高速サーキットでもある。
　鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1グ

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿
サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、
F1誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する
ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは
間違いない。また、鈴鹿サーキットはF1に代表さ
れる四輪レースだけでなく、8時間耐久レースに代
表される二輪の世界選手権も開催している。読者の
方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪
の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す
ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。
　ドライバーやライダーの技術が日々向上するだけ
でなく、マシンやタイヤの性能も大きく進化し続け
ている。従って、トラックとしてのレーシングコー

スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため
の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード
ウェアだけで担保できるものではない。『ハードウェ
ア』、『ソフトウェア』、そして、それを機能させる『人
（ヒューマンウェア）』の3つの要素が有機的に重な
り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、
これら3つの要素について、まずは『予防安全』と『衝
突安全』の視点から解説していく。

　コース上での事故を防止するためには、走行する
車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ
る。そのために考えられる対策としては、
1.　路面摩擦係数μの向上
2.　意図的な減速を促す構造
3.　視界の確保
4.　情報伝達手段の確立
などがある。
　2-1　路面摩擦係数μの向上
　摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。
摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少
し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安
定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー
バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数
を高めることが必要である。しかし、走行速度の上
限値が定められている一般道路では、オーバーレイ
によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上
に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること
になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ
イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度
の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合
が生じた場合の被害が甚大化することにつながって
しまう。
　また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー
トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス
リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に
投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性
が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー
トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな
ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに
叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる
オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大
きくなる場合がある。
　路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ
のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝
のないタイヤが使用されることがほとんどである。
このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積
が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで
きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など
によって路面状態が急変すると急激にグリップを失
う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって
も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が

排水性の良い舗装であることも求められる。
　2-2　意図的な減速を促す構造
　長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ
シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速
度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま
う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン
ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ
イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結
果的に走行速度を抑制することができる。なお、最
終コーナー手前のシケインは、1983年に設置
（1991年と2003年に改修）、ヘアピンカーブを立ち
上がった後の200Rの区間の二輪専用シケインは
2004年に設置された。ただし、いたずらにシケイ
ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ
クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ
る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必
要である。
　2-3　視界の確保
　一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ
トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン
トを減少させることができるのは明らかである。し
かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示
のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して
造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの
コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、
以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって
いる。
　2-4　情報伝達手段の確立
　サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット
や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し
ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する
ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化
や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1）オブザベーションポスト
　開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお

り、鈴鹿サーキットには現在、29カ所のポストが
設置されている。
2）灯火装置
　悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が
下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー
ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、
消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性
の良い灯火をレース旗と併用することになる。
　鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を
装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018
年7月に、F1で使用されているものと同規格であ
るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に
変更した（Fig.2）。これは三灯式の信号機と異なり、
レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで
なく、文字なども表示することができるため、今後
生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度
が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制
される。
　これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作
できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。
従って、人が配置されていないポストでも点灯させ
て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ
る安全性向上につながっている。

　車両がコースから逸脱してしまった場合、可能
であればクラッシュ（衝突）することなく、コー
スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ
が避けられない場合には、クラッシュするまでの
間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル
ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、
人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること
が求められる。

の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法
や応急処置について訓練を積んでいる。上述した
ETは、レスキューの中から選抜されたメンバーに
ドクターが加わって構成される。
　7-3　ファイアー
　耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい
て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が
一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。
　7-4　パドック
　レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ
フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ
の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、
安全確保のため速度規制が行われている）、チーム
への各種通達などを担当する。
　7-5　計時
　競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担
うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭
の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ
ムやレースタイムを1,000分の１秒単位で集計・整
合し、随時発表・配布する。
　7-6　車検・技術
　レース参加車両が規定通りに整備されているか、
不正はないかについて、レース前およびレース後に
チェックすることを車検という。車両だけでなく、
耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・
ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す
る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視
なども役務の一部である。
　7-7　事務局
　競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対
応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般
を行う。
　上記7セクションからなるオフィシャルは、原則
としてボランティア活動であることは意外と知られ
ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い
日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作
業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット
の安全は確保されているのである。

　本稿では、『走る実験室』としての役割を担う鈴
鹿サーキットにおける安全確保について解説してき
たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ
ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単
なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント
でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー
スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー
ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを
拡大することが最も容易であるが、それを行うと
コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長
は、開業当時6㎞を超えていたが、改修のたびに短
くなって、現在では約5.8kmになった。コース長が
短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると
いう利点があるが、観客席との距離が離れるという
欠点もある。
　鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ
インメント施設としてのバランスを取りながら、こ
れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け
ていく。

対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その
結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用
エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、
18歳以下に義務化する2016年の20％に比べて、
2018年は32.6％まで向上している。
　さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア
バックの有効性について広く告知する必要がある
が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック
は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー
スにおけるエアバックの有効性について、既存の分
析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー
スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、
②顔面、③頚部、④頚椎、⑤胸・腰椎、⑥胸・背部、⑦腹・
腰部、⑧骨盤、⑨上肢、⑩下肢に分け、独自にライダー
の負傷率を集計している（Fig.8）。エアバック装着
による効果が特に期待される①～④の部位における

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな
かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に
負傷率が7%低いことが確認された（Fig.9）。上記
①～④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に
つながる可能性が高い部位であり、このデータから
エアバックの効果が期待できる。
　一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会
員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく
いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら
ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ
た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役
あるいはOBの著名なレーサーをアドバイザーとし
て1～2名招聘し、走行会員が安全にステップアッ
プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、
分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会
員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

　ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から
主な安全対策について解説してきたが、それらがう
まく機能するためには、人が要となる。近年、レー
シングコースにおいても、かなりの部分でIT化に
よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ
ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて
の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実
に決められた行動ができなければ、安全を担保する

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも
ある。
　その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には43台のモニターが設
置され、コース内39カ所に設置されたカメラから
の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ
とができる（Fig.10）。すべてのカメラは首を振る
ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア
クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察
することが可能である。
　また、すべてのカメラに対して、接続された2つ
のハードディスクに常時、録画が行われており、ア
クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、
二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

　平日の営業は、サーキット従業員を中心として
コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント
になると、従業員だけでは安全を担保することは不
可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル
と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット
に集結することではじめてレースを開催することが
可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース
の開催規模に応じて決定される。例えば、F1開催
時には約500名のオフィシャルがサーキット各所に
待機し、作業を行うことで安全が確保されている。
　オフィシャルは、役務によって以下に示す7つの
セクションに分かれて組織されている。
　7-1　コース
　コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
　7-2　レスキュー
　競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー

医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務
付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ
近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。
ヨーロッパで開催されるF1コースでは、既にヘリ
コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた
が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ
ていなかった。
　そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要

請するとともに、モータースポーツに理解のある病
院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで
きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIAから
求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
　4-1　鈴鹿サーキット医務室の主な設備
　現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド2床、観察用ベッド3床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車2台、および普通救急車6台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）　

・ドーピング検査室
　4-2　メディカルスタッフ
　例えば、F1開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。
・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師
が最低2名

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師1名、熱傷に
精通した医師1名
　すなわち、最低4名の専門医がいれば、F1を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて10名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢35名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
　また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIAが要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せるとFIAが事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で40分以内、空路（ド
クターヘリ）で30分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIAから
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合
医療センターに、いずれも陸路で20分、空路では7
分で搬送を完了させることが可能である。
　もちろん、F1以外のレースでも、レースの規模、
観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス
タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー
スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい
るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、
薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人
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が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
　参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低2名以上、四輪走行時は最低1名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず2名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を
図っている。
　4-3　ET（Extraction Team）
　四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を
保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、
F1においては飛散するマシンやパーツからドライ
バーを守るために2018年シリーズからHaloと呼ば
れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド
ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである
が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ
ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出
すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース
では、ET（Extraction Team：救出チーム）が編
成されることとなる。
　ETは、サーキット走行の経験を積んだベテラン
ドライバーが運転するET専用車両に、チーム員4
名と医師1名の6名編成で、車両には医療キットを
搭載する。ETは、レース車両・車種の構造に合わ
せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭
チームである。F1ではコース長6㎞を超えると、
最低2チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ
トのコース長は約5.8㎞であるが、万全を期して3
チーム編成としている。
　最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも2009年からハイブリッド化された。ハイブリッ
ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関
係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装
着が必須となった。つまりETは、前述のHaloを含
めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必
要となってきている（Fig.6）。

　先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策
も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積
極安全志向が求められる。そのためには、レースの
統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、
サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて
対策を立案、実行することが必要である。
　鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室
利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・
四輪など）、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部
位）などから分析を進めている。分析結果につい
ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ
ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役
立てている。
　例えば、2017年に行われた二輪レースに参加し
たライダー2,443人の参加年齢層を分析すると、10
代が10％、20代が17％、合わせて27％であるが、
その中で転倒して医務室を利用した125人の年齢構
成をみると、それぞれ16％、27％、合わせて43％
であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務
室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）。この
結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18歳以下
のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017年から義務付けた。
　レーシングコースで使用される二輪用エアバック
は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか
ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと
マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー
とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが
開き、展開する仕組みとなっている。
　もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け
るだけでなく、利用者の費用負担を軽減する支援金

　3-1　エスケープゾーン
　コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設
けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ
ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運
動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている
（Fig.3）。
1）グラベルベッド
　従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー
スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで
あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ
て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利
点があるが、その反面、砂利につかまって再スター
トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転
倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ
ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ
とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも
に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース
脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距
離を徒歩移動することになる。
2）バージアスファルト
　コースレイアウト上、比較的スペースが確保で
きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー
プゾーンに設置する場合が増えている。これは、
コースと同じアスファルト路面であるために、コー
スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転
者がコントロールできる幅が増える。また、これ
までのグラベルと違って、コースに復帰できる確
率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア
率が下がることになるので、選手、観客にとって
も喜ばしい限りである。

　一見、良いことずくめであるように感じるが、カー
ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高
くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に
ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者
が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁
石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と
なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。
　また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ
ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑
走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に
減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット
では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが
用意されている。
　鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー
キットであるため、両者が共存できる安全対策が求
められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、
広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広
いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速
度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時
にはトータルバランスが要求される。
　3-2　バリア
　エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両
は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ
て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右
することとなる。バリアは、コース内側からウレタ
ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ
ンスの順に設置されている。ただし、場所によって
は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ
リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ
れぞれの役目を解説する。
1）ウレタンバリア
　これは主に二輪用のバリアであり、ウレタン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を
受け止め、その後、急速に萎んで頭部を受け入れる

構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が4室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
　なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。
2）タイヤバリア
　これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ
シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に
したタイヤを6本積み上げて一束とする。さらに、
原則として6束を横に連結し、ワイヤーで固定した
ものをコース形状に合わせて配置している。意外に
思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し
ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな
らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも
のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔
軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。
タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故
に大きなエネルギーを受け止めることができる。過
大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体
が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。
　鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する
ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー
を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り
となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ
ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい
る装置である。
3）ガードレール
　鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一
般的な道路で使用されているガードレールと同じ形
状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸
収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か
ら支える役目も担っており、マシントラブルやク
ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に
避難することで安全を担保することができる。
　鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは
ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4）デブリフェンス
　デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは4～6
ｍの高さが確保されている。
　これまで2章と3章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1に示す。

　1987年のコース改修によって、F1開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけではF1を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
たからである。具体的には、レーシングコース内の

Fig.6　ET訓練



　6.　管制室

　鈴鹿サーキットは、1962年に誕生した日本初の
国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト
をFig.1に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長
も約5.8㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー
スレコード1分27秒319（2017年）で換算すると、
コース全体の平均速度が240㎞/h近くに達し、日
本一の高速サーキットでもある。
　鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1グ

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿
サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、
F1誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する
ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは
間違いない。また、鈴鹿サーキットはF1に代表さ
れる四輪レースだけでなく、8時間耐久レースに代
表される二輪の世界選手権も開催している。読者の
方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪
の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す
ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。
　ドライバーやライダーの技術が日々向上するだけ
でなく、マシンやタイヤの性能も大きく進化し続け
ている。従って、トラックとしてのレーシングコー

スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため
の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード
ウェアだけで担保できるものではない。『ハードウェ
ア』、『ソフトウェア』、そして、それを機能させる『人
（ヒューマンウェア）』の3つの要素が有機的に重な
り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、
これら3つの要素について、まずは『予防安全』と『衝
突安全』の視点から解説していく。

　コース上での事故を防止するためには、走行する
車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ
る。そのために考えられる対策としては、
1.　路面摩擦係数μの向上
2.　意図的な減速を促す構造
3.　視界の確保
4.　情報伝達手段の確立
などがある。
　2-1　路面摩擦係数μの向上
　摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。
摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少
し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安
定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー
バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数
を高めることが必要である。しかし、走行速度の上
限値が定められている一般道路では、オーバーレイ
によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上
に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること
になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ
イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度
の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合
が生じた場合の被害が甚大化することにつながって
しまう。
　また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー
トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス
リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に
投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性
が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー
トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな
ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに
叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる
オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大
きくなる場合がある。
　路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ
のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝
のないタイヤが使用されることがほとんどである。
このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積
が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで
きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など
によって路面状態が急変すると急激にグリップを失
う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって
も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が

排水性の良い舗装であることも求められる。
　2-2　意図的な減速を促す構造
　長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ
シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速
度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま
う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン
ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ
イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結
果的に走行速度を抑制することができる。なお、最
終コーナー手前のシケインは、1983年に設置
（1991年と2003年に改修）、ヘアピンカーブを立ち
上がった後の200Rの区間の二輪専用シケインは
2004年に設置された。ただし、いたずらにシケイ
ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ
クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ
る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必
要である。
　2-3　視界の確保
　一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ
トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン
トを減少させることができるのは明らかである。し
かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示
のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して
造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの
コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、
以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって
いる。
　2-4　情報伝達手段の確立
　サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット
や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し
ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する
ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化
や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1）オブザベーションポスト
　開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお

り、鈴鹿サーキットには現在、29カ所のポストが
設置されている。
2）灯火装置
　悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が
下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー
ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、
消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性
の良い灯火をレース旗と併用することになる。
　鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を
装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018
年7月に、F1で使用されているものと同規格であ
るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に
変更した（Fig.2）。これは三灯式の信号機と異なり、
レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで
なく、文字なども表示することができるため、今後
生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度
が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制
される。
　これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作
できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。
従って、人が配置されていないポストでも点灯させ
て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ
る安全性向上につながっている。

　車両がコースから逸脱してしまった場合、可能
であればクラッシュ（衝突）することなく、コー
スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ
が避けられない場合には、クラッシュするまでの
間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル
ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、
人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること
が求められる。

の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法
や応急処置について訓練を積んでいる。上述した
ETは、レスキューの中から選抜されたメンバーに
ドクターが加わって構成される。
　7-3　ファイアー
　耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい
て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が
一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。
　7-4　パドック
　レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ
フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ
の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、
安全確保のため速度規制が行われている）、チーム
への各種通達などを担当する。
　7-5　計時
　競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担
うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭
の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ
ムやレースタイムを1,000分の１秒単位で集計・整
合し、随時発表・配布する。
　7-6　車検・技術
　レース参加車両が規定通りに整備されているか、
不正はないかについて、レース前およびレース後に
チェックすることを車検という。車両だけでなく、
耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・
ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す
る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視
なども役務の一部である。
　7-7　事務局
　競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対
応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般
を行う。
　上記7セクションからなるオフィシャルは、原則
としてボランティア活動であることは意外と知られ
ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い
日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作
業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット
の安全は確保されているのである。

　本稿では、『走る実験室』としての役割を担う鈴
鹿サーキットにおける安全確保について解説してき
たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ
ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単
なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント
でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー
スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー
ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを
拡大することが最も容易であるが、それを行うと
コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長
は、開業当時6㎞を超えていたが、改修のたびに短
くなって、現在では約5.8kmになった。コース長が
短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると
いう利点があるが、観客席との距離が離れるという
欠点もある。
　鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ
インメント施設としてのバランスを取りながら、こ
れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け
ていく。
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対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その
結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用
エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、
18歳以下に義務化する2016年の20％に比べて、
2018年は32.6％まで向上している。
　さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア
バックの有効性について広く告知する必要がある
が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック
は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー
スにおけるエアバックの有効性について、既存の分
析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー
スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、
②顔面、③頚部、④頚椎、⑤胸・腰椎、⑥胸・背部、⑦腹・
腰部、⑧骨盤、⑨上肢、⑩下肢に分け、独自にライダー
の負傷率を集計している（Fig.8）。エアバック装着
による効果が特に期待される①～④の部位における

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな
かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に
負傷率が7%低いことが確認された（Fig.9）。上記
①～④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に
つながる可能性が高い部位であり、このデータから
エアバックの効果が期待できる。
　一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会
員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく
いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら
ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ
た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役
あるいはOBの著名なレーサーをアドバイザーとし
て1～2名招聘し、走行会員が安全にステップアッ
プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、
分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会
員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

　ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から
主な安全対策について解説してきたが、それらがう
まく機能するためには、人が要となる。近年、レー
シングコースにおいても、かなりの部分でIT化に
よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ
ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて
の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実
に決められた行動ができなければ、安全を担保する

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも
ある。
　その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には43台のモニターが設
置され、コース内39カ所に設置されたカメラから
の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ
とができる（Fig.10）。すべてのカメラは首を振る
ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア
クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察
することが可能である。
　また、すべてのカメラに対して、接続された2つ
のハードディスクに常時、録画が行われており、ア
クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、
二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

　平日の営業は、サーキット従業員を中心として
コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント
になると、従業員だけでは安全を担保することは不
可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル
と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット
に集結することではじめてレースを開催することが
可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース
の開催規模に応じて決定される。例えば、F1開催
時には約500名のオフィシャルがサーキット各所に
待機し、作業を行うことで安全が確保されている。
　オフィシャルは、役務によって以下に示す7つの
セクションに分かれて組織されている。
　7-1　コース
　コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
　7-2　レスキュー
　競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー

医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務
付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ
近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。
ヨーロッパで開催されるF1コースでは、既にヘリ
コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた
が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ
ていなかった。
　そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要

請するとともに、モータースポーツに理解のある病
院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで
きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIAから
求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
　4-1　鈴鹿サーキット医務室の主な設備
　現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド2床、観察用ベッド3床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車2台、および普通救急車6台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）　

・ドーピング検査室
　4-2　メディカルスタッフ
　例えば、F1開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。
・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師
が最低2名

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師1名、熱傷に
精通した医師1名
　すなわち、最低4名の専門医がいれば、F1を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて10名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢35名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
　また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIAが要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せるとFIAが事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で40分以内、空路（ド
クターヘリ）で30分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIAから
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合
医療センターに、いずれも陸路で20分、空路では7
分で搬送を完了させることが可能である。
　もちろん、F1以外のレースでも、レースの規模、
観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス
タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー
スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい
るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、
薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人

が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
　参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低2名以上、四輪走行時は最低1名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず2名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を
図っている。
　4-3　ET（Extraction Team）
　四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を
保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、
F1においては飛散するマシンやパーツからドライ
バーを守るために2018年シリーズからHaloと呼ば
れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド
ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである
が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ
ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出
すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース
では、ET（Extraction Team：救出チーム）が編
成されることとなる。
　ETは、サーキット走行の経験を積んだベテラン
ドライバーが運転するET専用車両に、チーム員4
名と医師1名の6名編成で、車両には医療キットを
搭載する。ETは、レース車両・車種の構造に合わ
せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭
チームである。F1ではコース長6㎞を超えると、
最低2チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ
トのコース長は約5.8㎞であるが、万全を期して3
チーム編成としている。
　最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも2009年からハイブリッド化された。ハイブリッ
ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関
係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装
着が必須となった。つまりETは、前述のHaloを含
めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必
要となってきている（Fig.6）。

　先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策
も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積
極安全志向が求められる。そのためには、レースの
統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、
サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて
対策を立案、実行することが必要である。
　鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室
利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・
四輪など）、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部
位）などから分析を進めている。分析結果につい
ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ
ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役
立てている。
　例えば、2017年に行われた二輪レースに参加し
たライダー2,443人の参加年齢層を分析すると、10
代が10％、20代が17％、合わせて27％であるが、
その中で転倒して医務室を利用した125人の年齢構
成をみると、それぞれ16％、27％、合わせて43％
であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務
室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）。この
結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18歳以下
のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017年から義務付けた。
　レーシングコースで使用される二輪用エアバック
は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか
ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと
マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー
とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが
開き、展開する仕組みとなっている。
　もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け
るだけでなく、利用者の費用負担を軽減する支援金

　3-1　エスケープゾーン
　コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設
けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ
ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運
動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている
（Fig.3）。
1）グラベルベッド
　従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー
スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで
あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ
て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利
点があるが、その反面、砂利につかまって再スター
トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転
倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ
ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ
とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも
に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース
脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距
離を徒歩移動することになる。
2）バージアスファルト
　コースレイアウト上、比較的スペースが確保で
きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー
プゾーンに設置する場合が増えている。これは、
コースと同じアスファルト路面であるために、コー
スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転
者がコントロールできる幅が増える。また、これ
までのグラベルと違って、コースに復帰できる確
率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア
率が下がることになるので、選手、観客にとって
も喜ばしい限りである。

　一見、良いことずくめであるように感じるが、カー
ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高
くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に
ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者
が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁
石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と
なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。
　また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ
ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑
走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に
減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット
では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが
用意されている。
　鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー
キットであるため、両者が共存できる安全対策が求
められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、
広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広
いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速
度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時
にはトータルバランスが要求される。
　3-2　バリア
　エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両
は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ
て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右
することとなる。バリアは、コース内側からウレタ
ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ
ンスの順に設置されている。ただし、場所によって
は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ
リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ
れぞれの役目を解説する。
1）ウレタンバリア
　これは主に二輪用のバリアであり、ウレタン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を
受け止め、その後、急速に萎んで頭部を受け入れる

構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が4室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
　なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。
2）タイヤバリア
　これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ
シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に
したタイヤを6本積み上げて一束とする。さらに、
原則として6束を横に連結し、ワイヤーで固定した
ものをコース形状に合わせて配置している。意外に
思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し
ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな
らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも
のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔
軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。
タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故
に大きなエネルギーを受け止めることができる。過
大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体
が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。
　鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する
ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー
を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り
となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ
ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい
る装置である。
3）ガードレール
　鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一
般的な道路で使用されているガードレールと同じ形
状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸
収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か
ら支える役目も担っており、マシントラブルやク
ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に
避難することで安全を担保することができる。
　鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは
ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4）デブリフェンス
　デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは4～6
ｍの高さが確保されている。
　これまで2章と3章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1に示す。

　1987年のコース改修によって、F1開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけではF1を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
たからである。具体的には、レーシングコース内の
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　鈴鹿サーキットは、1962年に誕生した日本初の
国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト
をFig.1に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長
も約5.8㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー
スレコード1分27秒319（2017年）で換算すると、
コース全体の平均速度が240㎞/h近くに達し、日
本一の高速サーキットでもある。
　鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1グ

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿
サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、
F1誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する
ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは
間違いない。また、鈴鹿サーキットはF1に代表さ
れる四輪レースだけでなく、8時間耐久レースに代
表される二輪の世界選手権も開催している。読者の
方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪
の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す
ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。
　ドライバーやライダーの技術が日々向上するだけ
でなく、マシンやタイヤの性能も大きく進化し続け
ている。従って、トラックとしてのレーシングコー

スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため
の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード
ウェアだけで担保できるものではない。『ハードウェ
ア』、『ソフトウェア』、そして、それを機能させる『人
（ヒューマンウェア）』の3つの要素が有機的に重な
り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、
これら3つの要素について、まずは『予防安全』と『衝
突安全』の視点から解説していく。

　コース上での事故を防止するためには、走行する
車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ
る。そのために考えられる対策としては、
1.　路面摩擦係数μの向上
2.　意図的な減速を促す構造
3.　視界の確保
4.　情報伝達手段の確立
などがある。
　2-1　路面摩擦係数μの向上
　摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。
摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少
し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安
定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー
バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数
を高めることが必要である。しかし、走行速度の上
限値が定められている一般道路では、オーバーレイ
によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上
に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること
になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ
イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度
の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合
が生じた場合の被害が甚大化することにつながって
しまう。
　また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー
トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス
リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に
投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性
が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー
トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな
ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに
叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる
オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大
きくなる場合がある。
　路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ
のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝
のないタイヤが使用されることがほとんどである。
このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積
が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで
きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など
によって路面状態が急変すると急激にグリップを失
う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって
も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が

排水性の良い舗装であることも求められる。
　2-2　意図的な減速を促す構造
　長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ
シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速
度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま
う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン
ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ
イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結
果的に走行速度を抑制することができる。なお、最
終コーナー手前のシケインは、1983年に設置
（1991年と2003年に改修）、ヘアピンカーブを立ち
上がった後の200Rの区間の二輪専用シケインは
2004年に設置された。ただし、いたずらにシケイ
ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ
クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ
る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必
要である。
　2-3　視界の確保
　一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ
トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン
トを減少させることができるのは明らかである。し
かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示
のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して
造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの
コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、
以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって
いる。
　2-4　情報伝達手段の確立
　サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット
や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し
ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する
ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化
や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1）オブザベーションポスト
　開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお

り、鈴鹿サーキットには現在、29カ所のポストが
設置されている。
2）灯火装置
　悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が
下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー
ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、
消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性
の良い灯火をレース旗と併用することになる。
　鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を
装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018
年7月に、F1で使用されているものと同規格であ
るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に
変更した（Fig.2）。これは三灯式の信号機と異なり、
レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで
なく、文字なども表示することができるため、今後
生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度
が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制
される。
　これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作
できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。
従って、人が配置されていないポストでも点灯させ
て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ
る安全性向上につながっている。

　車両がコースから逸脱してしまった場合、可能
であればクラッシュ（衝突）することなく、コー
スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ
が避けられない場合には、クラッシュするまでの
間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル
ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、
人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること
が求められる。

の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法
や応急処置について訓練を積んでいる。上述した
ETは、レスキューの中から選抜されたメンバーに
ドクターが加わって構成される。
　7-3　ファイアー
　耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい
て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が
一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。
　7-4　パドック
　レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ
フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ
の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、
安全確保のため速度規制が行われている）、チーム
への各種通達などを担当する。
　7-5　計時
　競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担
うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭
の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ
ムやレースタイムを1,000分の１秒単位で集計・整
合し、随時発表・配布する。
　7-6　車検・技術
　レース参加車両が規定通りに整備されているか、
不正はないかについて、レース前およびレース後に
チェックすることを車検という。車両だけでなく、
耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・
ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す
る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視
なども役務の一部である。
　7-7　事務局
　競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対
応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般
を行う。
　上記7セクションからなるオフィシャルは、原則
としてボランティア活動であることは意外と知られ
ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い
日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作
業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット
の安全は確保されているのである。

　本稿では、『走る実験室』としての役割を担う鈴
鹿サーキットにおける安全確保について解説してき
たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ
ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単
なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント
でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー
スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー
ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを
拡大することが最も容易であるが、それを行うと
コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長
は、開業当時6㎞を超えていたが、改修のたびに短
くなって、現在では約5.8kmになった。コース長が
短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると
いう利点があるが、観客席との距離が離れるという
欠点もある。
　鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ
インメント施設としてのバランスを取りながら、こ
れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け
ていく。

対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その
結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用
エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、
18歳以下に義務化する2016年の20％に比べて、
2018年は32.6％まで向上している。
　さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア
バックの有効性について広く告知する必要がある
が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック
は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー
スにおけるエアバックの有効性について、既存の分
析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー
スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、
②顔面、③頚部、④頚椎、⑤胸・腰椎、⑥胸・背部、⑦腹・
腰部、⑧骨盤、⑨上肢、⑩下肢に分け、独自にライダー
の負傷率を集計している（Fig.8）。エアバック装着
による効果が特に期待される①～④の部位における

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな
かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に
負傷率が7%低いことが確認された（Fig.9）。上記
①～④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に
つながる可能性が高い部位であり、このデータから
エアバックの効果が期待できる。
　一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会
員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく
いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら
ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ
た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役
あるいはOBの著名なレーサーをアドバイザーとし
て1～2名招聘し、走行会員が安全にステップアッ
プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、
分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会
員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

　ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から
主な安全対策について解説してきたが、それらがう
まく機能するためには、人が要となる。近年、レー
シングコースにおいても、かなりの部分でIT化に
よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ
ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて
の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実
に決められた行動ができなければ、安全を担保する

（ 61 ）

61

IATSS Review　Vol. 44,  No. 1 June, 2019

鈴鹿サーキットにおける安全対策と救急体制

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも
ある。
　その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には43台のモニターが設
置され、コース内39カ所に設置されたカメラから
の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ
とができる（Fig.10）。すべてのカメラは首を振る
ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア
クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察
することが可能である。
　また、すべてのカメラに対して、接続された2つ
のハードディスクに常時、録画が行われており、ア
クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、
二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

　平日の営業は、サーキット従業員を中心として
コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント
になると、従業員だけでは安全を担保することは不
可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル
と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット
に集結することではじめてレースを開催することが
可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース
の開催規模に応じて決定される。例えば、F1開催
時には約500名のオフィシャルがサーキット各所に
待機し、作業を行うことで安全が確保されている。
　オフィシャルは、役務によって以下に示す7つの
セクションに分かれて組織されている。
　7-1　コース
　コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
　7-2　レスキュー
　競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー

医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務
付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ
近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。
ヨーロッパで開催されるF1コースでは、既にヘリ
コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた
が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ
ていなかった。
　そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要

請するとともに、モータースポーツに理解のある病
院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで
きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIAから
求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
　4-1　鈴鹿サーキット医務室の主な設備
　現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド2床、観察用ベッド3床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車2台、および普通救急車6台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）　

・ドーピング検査室
　4-2　メディカルスタッフ
　例えば、F1開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。
・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師
が最低2名

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師1名、熱傷に
精通した医師1名
　すなわち、最低4名の専門医がいれば、F1を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて10名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢35名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
　また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIAが要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せるとFIAが事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で40分以内、空路（ド
クターヘリ）で30分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIAから
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合
医療センターに、いずれも陸路で20分、空路では7
分で搬送を完了させることが可能である。
　もちろん、F1以外のレースでも、レースの規模、
観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス
タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー
スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい
るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、
薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人

が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
　参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低2名以上、四輪走行時は最低1名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず2名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を
図っている。
　4-3　ET（Extraction Team）
　四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を
保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、
F1においては飛散するマシンやパーツからドライ
バーを守るために2018年シリーズからHaloと呼ば
れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド
ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである
が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ
ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出
すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース
では、ET（Extraction Team：救出チーム）が編
成されることとなる。
　ETは、サーキット走行の経験を積んだベテラン
ドライバーが運転するET専用車両に、チーム員4
名と医師1名の6名編成で、車両には医療キットを
搭載する。ETは、レース車両・車種の構造に合わ
せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭
チームである。F1ではコース長6㎞を超えると、
最低2チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ
トのコース長は約5.8㎞であるが、万全を期して3
チーム編成としている。
　最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも2009年からハイブリッド化された。ハイブリッ
ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関
係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装
着が必須となった。つまりETは、前述のHaloを含
めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必
要となってきている（Fig.6）。

　先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策
も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積
極安全志向が求められる。そのためには、レースの
統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、
サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて
対策を立案、実行することが必要である。
　鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室
利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・
四輪など）、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部
位）などから分析を進めている。分析結果につい
ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ
ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役
立てている。
　例えば、2017年に行われた二輪レースに参加し
たライダー2,443人の参加年齢層を分析すると、10
代が10％、20代が17％、合わせて27％であるが、
その中で転倒して医務室を利用した125人の年齢構
成をみると、それぞれ16％、27％、合わせて43％
であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務
室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）。この
結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18歳以下
のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017年から義務付けた。
　レーシングコースで使用される二輪用エアバック
は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか
ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと
マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー
とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが
開き、展開する仕組みとなっている。
　もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け
るだけでなく、利用者の費用負担を軽減する支援金

　3-1　エスケープゾーン
　コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設
けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ
ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運
動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている
（Fig.3）。
1）グラベルベッド
　従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー
スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで
あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ
て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利
点があるが、その反面、砂利につかまって再スター
トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転
倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ
ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ
とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも
に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース
脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距
離を徒歩移動することになる。
2）バージアスファルト
　コースレイアウト上、比較的スペースが確保で
きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー
プゾーンに設置する場合が増えている。これは、
コースと同じアスファルト路面であるために、コー
スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転
者がコントロールできる幅が増える。また、これ
までのグラベルと違って、コースに復帰できる確
率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア
率が下がることになるので、選手、観客にとって
も喜ばしい限りである。

　一見、良いことずくめであるように感じるが、カー
ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高
くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に
ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者
が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁
石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と
なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。
　また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ
ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑
走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に
減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット
では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが
用意されている。
　鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー
キットであるため、両者が共存できる安全対策が求
められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、
広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広
いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速
度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時
にはトータルバランスが要求される。
　3-2　バリア
　エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両
は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ
て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右
することとなる。バリアは、コース内側からウレタ
ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ
ンスの順に設置されている。ただし、場所によって
は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ
リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ
れぞれの役目を解説する。
1）ウレタンバリア
　これは主に二輪用のバリアであり、ウレタン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を
受け止め、その後、急速に萎んで頭部を受け入れる

構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が4室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
　なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。
2）タイヤバリア
　これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ
シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に
したタイヤを6本積み上げて一束とする。さらに、
原則として6束を横に連結し、ワイヤーで固定した
ものをコース形状に合わせて配置している。意外に
思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し
ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな
らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも
のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔
軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。
タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故
に大きなエネルギーを受け止めることができる。過
大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体
が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。
　鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する
ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー
を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り
となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ
ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい
る装置である。
3）ガードレール
　鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一
般的な道路で使用されているガードレールと同じ形
状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸
収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か
ら支える役目も担っており、マシントラブルやク
ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に
避難することで安全を担保することができる。
　鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは
ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4）デブリフェンス
　デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは4～6
ｍの高さが確保されている。
　これまで2章と3章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1に示す。

　1987年のコース改修によって、F1開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけではF1を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
たからである。具体的には、レーシングコース内の

　7.　オフィシャル

Fig.10　管制室

Fig.9　エアバック作動別、負傷部位発生率　〈鈴鹿サーキット〉
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　8.　おわりに

　鈴鹿サーキットは、1962年に誕生した日本初の
国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト
をFig.1に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長
も約5.8㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー
スレコード1分27秒319（2017年）で換算すると、
コース全体の平均速度が240㎞/h近くに達し、日
本一の高速サーキットでもある。
　鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1グ

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿
サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、
F1誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する
ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは
間違いない。また、鈴鹿サーキットはF1に代表さ
れる四輪レースだけでなく、8時間耐久レースに代
表される二輪の世界選手権も開催している。読者の
方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪
の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す
ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。
　ドライバーやライダーの技術が日々向上するだけ
でなく、マシンやタイヤの性能も大きく進化し続け
ている。従って、トラックとしてのレーシングコー

スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため
の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード
ウェアだけで担保できるものではない。『ハードウェ
ア』、『ソフトウェア』、そして、それを機能させる『人
（ヒューマンウェア）』の3つの要素が有機的に重な
り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、
これら3つの要素について、まずは『予防安全』と『衝
突安全』の視点から解説していく。

　コース上での事故を防止するためには、走行する
車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ
る。そのために考えられる対策としては、
1.　路面摩擦係数μの向上
2.　意図的な減速を促す構造
3.　視界の確保
4.　情報伝達手段の確立
などがある。
　2-1　路面摩擦係数μの向上
　摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。
摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少
し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安
定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー
バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数
を高めることが必要である。しかし、走行速度の上
限値が定められている一般道路では、オーバーレイ
によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上
に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること
になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ
イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度
の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合
が生じた場合の被害が甚大化することにつながって
しまう。
　また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー
トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス
リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に
投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性
が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー
トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな
ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに
叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる
オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大
きくなる場合がある。
　路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ
のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝
のないタイヤが使用されることがほとんどである。
このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積
が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで
きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など
によって路面状態が急変すると急激にグリップを失
う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって
も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が

排水性の良い舗装であることも求められる。
　2-2　意図的な減速を促す構造
　長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ
シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速
度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま
う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン
ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ
イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結
果的に走行速度を抑制することができる。なお、最
終コーナー手前のシケインは、1983年に設置
（1991年と2003年に改修）、ヘアピンカーブを立ち
上がった後の200Rの区間の二輪専用シケインは
2004年に設置された。ただし、いたずらにシケイ
ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ
クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ
る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必
要である。
　2-3　視界の確保
　一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ
トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン
トを減少させることができるのは明らかである。し
かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示
のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して
造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの
コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、
以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって
いる。
　2-4　情報伝達手段の確立
　サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット
や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し
ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する
ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化
や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1）オブザベーションポスト
　開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお

り、鈴鹿サーキットには現在、29カ所のポストが
設置されている。
2）灯火装置
　悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が
下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー
ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、
消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性
の良い灯火をレース旗と併用することになる。
　鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を
装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018
年7月に、F1で使用されているものと同規格であ
るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に
変更した（Fig.2）。これは三灯式の信号機と異なり、
レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで
なく、文字なども表示することができるため、今後
生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度
が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制
される。
　これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作
できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。
従って、人が配置されていないポストでも点灯させ
て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ
る安全性向上につながっている。

　車両がコースから逸脱してしまった場合、可能
であればクラッシュ（衝突）することなく、コー
スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ
が避けられない場合には、クラッシュするまでの
間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル
ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、
人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること
が求められる。
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の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法
や応急処置について訓練を積んでいる。上述した
ETは、レスキューの中から選抜されたメンバーに
ドクターが加わって構成される。
　7-3　ファイアー
　耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい
て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が
一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。
　7-4　パドック
　レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ
フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ
の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、
安全確保のため速度規制が行われている）、チーム
への各種通達などを担当する。
　7-5　計時
　競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担
うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭
の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ
ムやレースタイムを1,000分の１秒単位で集計・整
合し、随時発表・配布する。
　7-6　車検・技術
　レース参加車両が規定通りに整備されているか、
不正はないかについて、レース前およびレース後に
チェックすることを車検という。車両だけでなく、
耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・
ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す
る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視
なども役務の一部である。
　7-7　事務局
　競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対
応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般
を行う。
　上記7セクションからなるオフィシャルは、原則
としてボランティア活動であることは意外と知られ
ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い
日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作
業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット
の安全は確保されているのである。

　本稿では、『走る実験室』としての役割を担う鈴
鹿サーキットにおける安全確保について解説してき
たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ
ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単
なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント
でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー
スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー
ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを
拡大することが最も容易であるが、それを行うと
コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長
は、開業当時6㎞を超えていたが、改修のたびに短
くなって、現在では約5.8kmになった。コース長が
短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると
いう利点があるが、観客席との距離が離れるという
欠点もある。
　鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ
インメント施設としてのバランスを取りながら、こ
れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け
ていく。

対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その
結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用
エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、
18歳以下に義務化する2016年の20％に比べて、
2018年は32.6％まで向上している。
　さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア
バックの有効性について広く告知する必要がある
が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック
は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー
スにおけるエアバックの有効性について、既存の分
析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー
スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、
②顔面、③頚部、④頚椎、⑤胸・腰椎、⑥胸・背部、⑦腹・
腰部、⑧骨盤、⑨上肢、⑩下肢に分け、独自にライダー
の負傷率を集計している（Fig.8）。エアバック装着
による効果が特に期待される①～④の部位における

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな
かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に
負傷率が7%低いことが確認された（Fig.9）。上記
①～④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に
つながる可能性が高い部位であり、このデータから
エアバックの効果が期待できる。
　一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会
員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく
いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら
ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ
た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役
あるいはOBの著名なレーサーをアドバイザーとし
て1～2名招聘し、走行会員が安全にステップアッ
プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、
分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会
員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

　ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から
主な安全対策について解説してきたが、それらがう
まく機能するためには、人が要となる。近年、レー
シングコースにおいても、かなりの部分でIT化に
よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ
ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて
の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実
に決められた行動ができなければ、安全を担保する

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも
ある。
　その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には43台のモニターが設
置され、コース内39カ所に設置されたカメラから
の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ
とができる（Fig.10）。すべてのカメラは首を振る
ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア
クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察
することが可能である。
　また、すべてのカメラに対して、接続された2つ
のハードディスクに常時、録画が行われており、ア
クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、
二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

　平日の営業は、サーキット従業員を中心として
コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント
になると、従業員だけでは安全を担保することは不
可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル
と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット
に集結することではじめてレースを開催することが
可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース
の開催規模に応じて決定される。例えば、F1開催
時には約500名のオフィシャルがサーキット各所に
待機し、作業を行うことで安全が確保されている。
　オフィシャルは、役務によって以下に示す7つの
セクションに分かれて組織されている。
　7-1　コース
　コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
　7-2　レスキュー
　競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー

医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務
付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ
近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。
ヨーロッパで開催されるF1コースでは、既にヘリ
コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた
が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ
ていなかった。
　そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要

請するとともに、モータースポーツに理解のある病
院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで
きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIAから
求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
　4-1　鈴鹿サーキット医務室の主な設備
　現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド2床、観察用ベッド3床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車2台、および普通救急車6台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）　

・ドーピング検査室
　4-2　メディカルスタッフ
　例えば、F1開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。
・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師
が最低2名

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師1名、熱傷に
精通した医師1名
　すなわち、最低4名の専門医がいれば、F1を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて10名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢35名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
　また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIAが要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せるとFIAが事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で40分以内、空路（ド
クターヘリ）で30分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIAから
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合
医療センターに、いずれも陸路で20分、空路では7
分で搬送を完了させることが可能である。
　もちろん、F1以外のレースでも、レースの規模、
観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス
タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー
スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい
るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、
薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人

が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
　参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低2名以上、四輪走行時は最低1名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず2名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を
図っている。
　4-3　ET（Extraction Team）
　四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を
保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、
F1においては飛散するマシンやパーツからドライ
バーを守るために2018年シリーズからHaloと呼ば
れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド
ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである
が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ
ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出
すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース
では、ET（Extraction Team：救出チーム）が編
成されることとなる。
　ETは、サーキット走行の経験を積んだベテラン
ドライバーが運転するET専用車両に、チーム員4
名と医師1名の6名編成で、車両には医療キットを
搭載する。ETは、レース車両・車種の構造に合わ
せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭
チームである。F1ではコース長6㎞を超えると、
最低2チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ
トのコース長は約5.8㎞であるが、万全を期して3
チーム編成としている。
　最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも2009年からハイブリッド化された。ハイブリッ
ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関
係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装
着が必須となった。つまりETは、前述のHaloを含
めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必
要となってきている（Fig.6）。

　先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策
も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積
極安全志向が求められる。そのためには、レースの
統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、
サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて
対策を立案、実行することが必要である。
　鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室
利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・
四輪など）、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部
位）などから分析を進めている。分析結果につい
ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ
ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役
立てている。
　例えば、2017年に行われた二輪レースに参加し
たライダー2,443人の参加年齢層を分析すると、10
代が10％、20代が17％、合わせて27％であるが、
その中で転倒して医務室を利用した125人の年齢構
成をみると、それぞれ16％、27％、合わせて43％
であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務
室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）。この
結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18歳以下
のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017年から義務付けた。
　レーシングコースで使用される二輪用エアバック
は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか
ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと
マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー
とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが
開き、展開する仕組みとなっている。
　もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け
るだけでなく、利用者の費用負担を軽減する支援金

　3-1　エスケープゾーン
　コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設
けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ
ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運
動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている
（Fig.3）。
1）グラベルベッド
　従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー
スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで
あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ
て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利
点があるが、その反面、砂利につかまって再スター
トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転
倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ
ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ
とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも
に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース
脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距
離を徒歩移動することになる。
2）バージアスファルト
　コースレイアウト上、比較的スペースが確保で
きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー
プゾーンに設置する場合が増えている。これは、
コースと同じアスファルト路面であるために、コー
スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転
者がコントロールできる幅が増える。また、これ
までのグラベルと違って、コースに復帰できる確
率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア
率が下がることになるので、選手、観客にとって
も喜ばしい限りである。

　一見、良いことずくめであるように感じるが、カー
ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高
くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に
ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者
が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁
石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と
なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。
　また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ
ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑
走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に
減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット
では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが
用意されている。
　鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー
キットであるため、両者が共存できる安全対策が求
められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、
広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広
いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速
度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時
にはトータルバランスが要求される。
　3-2　バリア
　エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両
は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ
て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右
することとなる。バリアは、コース内側からウレタ
ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ
ンスの順に設置されている。ただし、場所によって
は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ
リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ
れぞれの役目を解説する。
1）ウレタンバリア
　これは主に二輪用のバリアであり、ウレタン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を
受け止め、その後、急速に萎んで頭部を受け入れる

構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が4室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
　なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。
2）タイヤバリア
　これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ
シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に
したタイヤを6本積み上げて一束とする。さらに、
原則として6束を横に連結し、ワイヤーで固定した
ものをコース形状に合わせて配置している。意外に
思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し
ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな
らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも
のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔
軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。
タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故
に大きなエネルギーを受け止めることができる。過
大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体
が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。
　鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する
ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー
を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り
となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ
ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい
る装置である。
3）ガードレール
　鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一
般的な道路で使用されているガードレールと同じ形
状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸
収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か
ら支える役目も担っており、マシントラブルやク
ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に
避難することで安全を担保することができる。
　鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは
ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4）デブリフェンス
　デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは4～6
ｍの高さが確保されている。
　これまで2章と3章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1に示す。

　1987年のコース改修によって、F1開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけではF1を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
たからである。具体的には、レーシングコース内の


