
１ はじめに

　建設業界におけるフロントローディング（以下
「FL」という）の手引きが、日本建設業連合会か
ら発刊された。現状の問題点、課題が明らかにな
り、今後の大きな道標となることが予想される。
我々がこのプロジェクトに関わった時期（約８年
前）には、FLという概念は存在していたものの、
ここまで明文化はされていなかった。その重要性
は認識していたが、具体的な進め方の基準がある
わけでもなく、手探り状況でのスタートだったと
言える。この事業は公共建築でありながら、契約
母体、契約内容、条件付き着工等、多くの特殊要
因を孕んでいたため、設計施工一貫方式の中で早
い段階から、全社内外勤の総力をあげ、設計者と
施工者がすべての情報を共有しながら、すべての
問題解決にあたった。言い方を変えれば、FLを
せざるを得なかったということになるのかもしれ
ない。ここでは、その取組み内容とともに各種会
議での、もの決め工程を報告する。

２ 公共建築の新しい創造プロセス

　この建物は、通常の公共建築の建設手順ではつ
くられていない。発注者は「スタジアム建設募金
団体」という、本施設をつくる目的で組織された
任意団体である。建設地の検討、コンストラク
ションマネージャー（CMr）と設計施工者の選

定、各種行政協議、そして募金活動を行った。完
成した建物をスタジアムの所在地吹田市に寄贈
し、その役目を終えた段階で解散している（図
１）。名実ともに「寄付金でつくる日本初のスタ
ジアム」は、個人と法人からの寄付と助成金を合
わせ、140億円を超える金額を集めることで完成
に至った（表１）。個人の寄付6.2億円という結果
を見ると、従来のトップダウン的な建設プロセス
とは真逆の、市民が望む「公共建築の新しいつく
られ方」が実現したと言える（図２）。
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図１　民間主導の建設スキーム

写真１　スタジアム鳥瞰
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３ 計画の特性と方針

3.1　概要
計 画 地：大阪府吹田市千里万博公園
敷地面積：90,065.33㎡
延床面積：63,908.71㎡
構造規模：RC造、S造、６階建
3.2　用途の特性
　日本のスタジアムの現状は、すべてが観客
ファーストになっているわけではない。その多く
は、部分的な屋根しか有しておらず、陸上競技兼
用のところは、選手までの距離が遠い。ここで
は、まずサッカー専用スタジアムであること（他
球技との共用も議論されたが）、国際Aマッチが
開催可能な40,000人収容であること、また全席に
屋根があることが計画の条件とされた。この建物
はJリーグガンバ大阪のホームスタジアムとして
建てられたが、サッカー観戦とそれを支える試合
運営の機能、そしてチームのクラブハウス機能が
主な用途である。仕上、設備のボリュームが少な
く「構造体が大部分を占める」ことが建築的な大
きな特徴と言える。他建種の躯体コストは全体の

25 ～ 30%が通常だが、ここでは45%以上（杭工
事込み）を占める。よって架構の合理性、生産性
を高めることが当初より重視された。
3.3　設計方針
　計画上の最重要キーワードは「コンパクト化」
である（図３）。本スタジアムの建設費は１席当
たり35万円と、これまでの事例と比べて約半分程
度と破格のコストと言える（表２）。あらゆる面
で無駄を削ぎ落とすことが当初より計画の根本に
据えられた。しかし、一見マイナスに見えるこの
概念を突き詰めると、多くの面でプラスに転じる
ことが分かってきた。建物全体のサイズを小さく
するための積層型断面は、同時に迫力ある劇場型
観戦環境の創出に繋がる。建設ボリュームを抑え
ることが「エコスタジアム」の土台となり、環境
面の評価によって、国土交通省と環境省の助成金
を受けるに至った。更に、最も重要な視点として
サッカービジネスの継続性の問題がある。大規模
建築の維持管理・修繕費を抑えられなければ、い
くら収益を上げても事業は続かず、維持するため
のコストが税金の浪費に繋がりかねない。ここで
は必要以上の床をつくらずに、塗装や塗床など更
新が必要となる仕上を最小にした。面積の大きい
外部階段は溶融亜鉛めっきの鉄骨階段にしてい
る。塗らなければそのメンテナンスも不要にな
る。現れてくる躯体と設備を美しく見せることが
デザインの中心となった。

金額 参加数

法人 99億5,019万円 721社

個人 6億2,215万円 34,627名

助成金 35億1,333万円 －

合計 140億8,567万円 －

表１　募金活動の結果

募金活動3年

2010年
3月
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2012年4月～
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9月

Ｊ２降格 Ｊ１復帰 ３冠達成

図２　事業のプロセス

新国立競技場

4万人・140億円 6.8万人・1,490億円
（席当たり219万円）

吹田スタジアム

図３　新国立競技場とのサイズ比較

表２　他スタジアムとの工期・コスト比較

開業年 名称 収容人数
（人）

工期
（ヵ月）

席当たりの
単価（万円）

2015 パナソニックスタジアム吹田 40,000 22 35
2001 埼玉スタジアム2002 64,000 41 62
2001 静岡スタジアムエコパ 51,000 37 57
2001 大分銀行ドーム 40,000 36 63
2000 ひとめぼれスタジアム宮城 49,000 51 55
1998 日産スタジアム 72,000 46 84
1996 ヤンマースタジアム長居 48,000 45 84
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４ 建設までのプロセス

4.1　設計施工コンペ
　本プロジェクトはCMr（安井建築設計事務所）
の支援を受けた発注者による設計施工コンペから
スタートした。当初より設計部、見積部、技術
部、技術研究所など部署を越えた協働が図られ
た。そこでは既に生産性を見据えた「曲線、曲面
を使わない形態」が方針化されている。コンペ時
からデザインに関する会議体デザインレビュー

（以下「DR」という）が開催され、そのプロセス
を経てスタジアム案の骨格が構築された。
4.2　作業所の早期参画
　建設費を寄付で賄うためコスト決定において
も、通常と異なるコントロールが必要となる。工
事費未定のまま着工が求められる特異な状況に対
して、着工１年半前には施工部隊の参画が余儀な
くされた（図４）。内勤だけでは問題解決は難し
いとの判断である。竣工、オープン時期が決定さ
れている中、QCDSEM（品質、コスト、納期、
安全、環境、士気）すべての解決を目指し、計画
内容の見直し検討に踏み込んだ。着工までの社内
打ち合わせは100回を超えたが、会議を重ねる毎
に短工期、ローコストの意識が出席者全員に芽生
えた。DRの方針を尊重しつつ、すべての無駄を

排除していく中で次に示す基本的な考えが残って
いった。
①　構造体の絶対安全（未来永劫の健全化）
②　サッカー観戦者の安全（中長期）
③　�年20数回しか使用しない建築物の設計、設備

上のメリハリ
④　不必要な仕上なし＝維持管理費の大幅削減
　　（これを設計上のスッピン美人と呼んだ）
⑤　�サッカーファンは建物の美しさを見に来るわ

けではなく、熱いプレーの観戦に来る。
4.3　三者会議の実施
　プロジェクトを進める過程で様々な難局を迎え
てきたが、この解決には建築主・CMr・ゼネコ
ンの三者会議が重要な役割を果たした。もちろん
施工定例と並走する形で実施し、スケジュール共
有、行政対応、助成金検討、各種課題解決などプ
ロジェクト推進の重要な方針決定を行ってきた。
またこの会議では、募金活動が継続する中での着
工、つまり工事費が確定しない状態で工事を進め
るという特殊な契約についても議論がなされ、停
止条件付契約＝各段階の期限までに目標金額に達
しない場合に設定した工事の発注を行わない（屋
根を一部やめる、いす席を減らす等）という方法
が決定された。プロジェクト推進においても、タ
イムリーなもの決め等、施工部隊の早期参画が大
きな力を発揮したということを特筆しておく。

図４　フロントローディングの実施工程

▲DR ▲DR ▲DR ▲DR

▲施工部隊の参画

▼DR ▼FL

●曲線・曲面を使わない形態 ●PCa化の範囲決定 ●手摺・踏み石のPCa化

●3Dトラス構造の開発 ●屋根免震の採用 ●雨水排水EXP.Jの合理化

●芝のための「風の道」 ●大階段をS造に ●通風ルーバーの採用

●大規模太陽光パネル ●塗装仕上範囲の削減
●サイレントファンの設置
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５ FLの具体的取組み

5.1　設計段階
１）３Dトラス架構と屋根免震構造
　屋根架構には、トラスを長辺方向、短辺方向、
45度方向の３方向に架ける「３Dトラス架構」

（図５）を採用した。また、屋根に吊られる設備
等の落下を防ぐために、屋根全体を免震構造とし
た。３Dトラス架構の採用によって、トラススパ
ンは従来の２方向トラス架構に比べて約半分にな
り、免震構造の採用と合わせて、鉄骨量の大幅な
削減を実現した。また、屋根免震は下部スタンド
躯体に加わる地震力を１/10に低減し、下部構造
全体のスリム化にも貢献している。

２）芝育成のための低い屋根と風の道
　グラウンドのベースとなる天然芝への日照を最
大限確保するために、構造トラスの下部に屋根を
設置してそのレベルを低く抑える計画とした（図
６）。これは同時に雨の吹降り範囲を縮小するこ
とにも繋がっている。同じく芝育成に重要な風環
境を保つために各方向からスタンド下面を伝う風

の道をつくった（図７）。試合時には可動式の
ルーバーで閉鎖できる仕組みである。

３）大規模建築の特性を活かした環境装置
　大面積の屋根には504kWの太陽光発電パネル
を設けた（写真２）。屋根が受ける大量の雨を地
下ピットに貯留し、芝散水やトイレの洗浄水に再
利用する仕組みも備えている。大きな建築の特徴
を活かすことで、スタジアム初のCASBEE�Sラン
クを達成した。

図５　３Dトラス架構

日射範囲
拡大

吹降り範囲
縮小

図６　低い屋根と日射と雨の関係

図７　スタンド下を利用した「風の道」

太陽光発電　504kW　　雨水利用　5,500t/年
写真２　屋根上の太陽光発電パネル
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5.2　FLによる設計生産計画
１）�プレキャスト（PCa）化と在来工法のバラ

ンス計画
　一般的にPCa化は、在来工法と比較して部材コ
ストが高くなる傾向にあるが、鋼製型枠の転用回
数を上げるための形状の標準化やPCa工場の製作
工程（山積み予定）を考慮した工事工程等、設計
的な工夫とPCa工場との連携を図ることにより、
仮設工事を含めた総合的な比較では、在来工法よ
りコストを含め総合的メリットを得ることが可能
である。特に短工期の大規模建築かつ外部での高
所作業が多い場合は、非常に多くの労務職を必要
とする。このような場合、PCa化は揚重機の条件
がクリアされれば安全性の向上とともに、仮設通
路をなくせるなど仮設資機材の大幅な削減が可能
となる。一方で、「何が何でもPCa」の発想は危
険を伴う。過度の依存は製造コスト面や製作納期
等の工程面でもリスクが高く、在来工法との最適
なバランスを図ることが施工計画上の重要なポイ
ントとなる。通常、施工計画時にPCa化が困難な
場合、在来工法で計画するが、そのような部分は
手間がかかり施工歩掛りが伸びないことが多い。
これを一定量の施工歩掛りが伸びる部分とうまく
組み合わせることにより、鉄筋工及び型枠大工の
業務量の平準化を図ることが可能となり、これが
現場運営上の鍵となる。即ち、在来躯体職の業務
の平準化は一定数の優秀な躯体職メンバーでの首
尾一貫した施工を可能とし、在来工法で計画され
る複雑なPCa接合部等重要部位の施工の品質面の
安定化をも意味する。以上の複合的要因も踏ま
え、本プロジェクトでは柱を在来工法（システム
型枠と地組鉄筋）、梁をPCa化という大きな方針
を立て、更には現場の躯体職混成チームによる多
能工でのサイトPCaを組み合わせることでPCa化
と在来工法におけるQCDSEMの最適化を図った。
　更にある一定量の在来工法による施工部分があ
ることで、特に大規模建築ではコンクリートを始
めとした躯体材料手配の地元還元も図ることがで
き、総合的な調達面でのバランスを考慮すること
もプロジェクトの運営上非常に重要な要素ともな

ることを付け加えておきたい。
２）基礎フーチング及び基礎梁のPCa化
　「竹中式杭頭半剛接工法」をベースに工場製作
したPCaフーチングを杭頭に設置し、杭とフーチ
ング間にコンクリートを圧入して一体化させる工
法を開発した（図８）。更に基礎梁もPCa化し、
一般基礎部の90%のPCa化により、２ヵ月の工期
短縮と従来比１/ ６の人員で基礎工事を完了させ
た（写真３、４）。

コンクリート
打設孔100φ

後詰め
コンクリート

コンク
リート
注入口

コンクリート
充填確認口

杭心ずれ対応
クリアランス200

車両運搬可能な重量（25t以下）
とするため八角形を採用

型枠は敷鉄板を利用

写真４　設置状況

写真３　クレーンで揚重されるフーチング

図８　PCa基礎後詰めコンクリート打設要領

建築コスト研究　No.107　2019.10　　35

フロントローディング事例１　パナソニックスタジアム吹田



３）地上部構造体のPCa化
　コンコース躯体のスパン長10.75mの大梁を柱
梁仕口部一体型のPRC梁（工場プレストレスタイ
プのPCa梁）とすることで、仮設支保工なしで構
築し、スパンクリート床等と合わせた躯体タクト
工程を実現。柱躯体については、大型システム型
枠及び地組鉄筋を用いて在来工法による施工と
PCa施工のコスト・労務バランスを図った（図９、
写真５、６）。

４）斜め梁の超大型PCa化（現場内合体）
　上部スタンド構築時の高所危険作業の徹底的な
排除を目指し、分割製作された複数PCa部材の大
型地組（写真６）を実施した。吊治具と合わせて
１部材最大100tにも及ぶ部材（写真７）の斜め回
転装置（写真８）を含んだ揚重計画を合わせて計
画し、上部スタンドの複雑な躯体を仮設支保工ゼ
ロ、わずか２ヵ月で完成させ、品質・安全面でも
大きな成果を上げた。

５）屋根構造と施工計画の融合
　３Dトラス架構と免震屋根構造による屋根鉄骨
の軽量化は、長さ約40mの鉄骨トラスの超大型地
組を可能にした（図10）。その接合部を支える仮
設ベント構台はわずか10本の計画で、仮設構台の
総重量を従来スタジアム建設の約１/10と激減さ

図９　工場PCa・サイトPCa・在来工法の構成

写真５　柱梁仕口部一体型のPCa梁設置状況

在来工法での柱打設

PCa梁

写真７　斜め梁の揚重（合体重量100t）

電動で
ワイヤー長さ
を調整

貫通ボルト
（高張力鋼Φ80㎜）
による回転装置

写真８　斜め回転装置

図10　屋根架構の概要

高減衰系積層ゴム 800Φ

直動転がり支承
(リニアスライダー)

T4トラス
（スパン37.4ｍ）

T3トラス
（スパン52.3ｍ）

T1トラス（スパン98.6ｍ）

T2トラス
（スパン95.1ｍ）

写真６　大型地組の状況

PCaジョイント部
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せている。全体組終わりにジャッキダウンした。
６）大階段の合理化
　40,000人の観客の移動や災害時の避難のために
数多く設けられた大階段については、当初のRC
造タイル張の仕様を見直し、チェッカープレート
のS造に変更した（写真９）。軽量化と維持管理
費を抑える効果を狙ったものである（各所プロ
ジェクトで経年によるタイルの欠けや漏水による
白華が発生し維持管理の負担となる状況がある）。

5.3　施工段階（仕上の合理化）
１）非構造部材のPCa化
　構造体だけではなく、コンコースの外部手摺壁
や観客席部の階段（踏み石）もPCa化を図り、品
質と生産性を向上させた（写真10、11）。

２）塗装仕上範囲の削減
　コンコースの天井ケイカル板（写真12）や、観
客席の床、バックヤード階段など、素材として美
しく見せられるものは施工精度を上げて、塗装、
塗材を中止した。雨水の縦どいは塗装をせず、
めっき面の製造番号もそのまま見せている程であ
る。多数設置されたトイレでは、ブースの高さま
で塗装を施し、上部はボード素地としている。外
装の押出成形セメント板（写真13）も素地とした
が、色むらが少なくなるよう工場にて色合わせの
精度管理を行った。

5.4　施工段階（設備の合理化）
１）納まりの合理化
　屋根免震の採用により、下部躯体と屋根を渡る
配管類はEXP.Jの設置が必要となる。雨水配管
に関しては、当初フレキシブル継手を計画した
が、必要可動域が大きく大がかりになるため、軒
樋と竪樋を完全に縁切りし、ジャバラ管を利用す
る方式（写真14）に変更した。また、汚水系統の
通気管も慣例に基づいて屋根上まで立ち上げる計
画であったが、これを観客席下の高い場所での開
放に変更した。

写真９　溶融亜鉛めっきの鉄骨階段

写真10　観客席の踏み石（サイトPCa）

写真11　コンコース手摺のPCa化

写真12　メインコンコース

天井：無塗装

床：無塗装

照明：直付け

写真13　外壁の押出成形セメント板

外壁：無塗装
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２）運用の改善
　芝のための「風の道」は、試合時に閉鎖できる
ことが条件となるが、当初は手動シャッターを計
画した。しかし、箇所数が多く、開閉の手間がか
かるため、試合運営の負担を軽減する目的で手動
切り替え式のルーバー方式（写真15）に変更し
た。

３）観戦環境の充実
　サッカーの試合は、昼と夜の両方に開催される
が、照明計画にあたっては、明るさ感のシミュ
レーションを徹底した。昼は太陽光の影響、夜は
ナイター照明の影響を考慮することで、必要最小
限器具でのコンコース照明環境をつくり出してい
る。スタジアム全体で徹底した、露出設備を整然
と配置する考え方を踏襲し、蛍光灯トラフを天井
下がり壁に直線状に直付けする納まり（写真12）
とした。また、コンコースの夏場の温熱環境向上
のため、到達距離80ｍのサイレントファン（写真
16）を取り付けた。使用頻度の少ないスタジアム
の特性を受けて、通常の居住空間の快適性は必ず
しも必要ない。VIPエリアと試合時使用室の設備

スペックのメリハリも重要な視点であった。

６ おわりに

　このようなプロジェクトであったからこそ、建
築主、設計、施工の協業が必要であった。スタジ
アムのような大規模空間建築は、他建種に比べコ
スト・工期の振れ幅が大きい。大型重機を含む仮
設計画の少しのずれが大きなロスに繋がりかねな
い。故に施工部隊が早期に投入され、内外勤一体
となって問題解決にあたり、大きな成果をつくり
出してきたことが、このプロジェクト成功の証で
もある。しかしFL実践のタイミングを逸した時、
不成立に終わったものも少なからずあった。BIM
がFLの主役であるがごとく扱われているが、そ
れはあくまでも道具であり、それを動かすための
経験と英知と伝統に培われた技術がなければ成功
はない。コストも工期もない究極の状況の中で、

「火事場の馬鹿力」的なものも出ていたと思われ
る。
　FLの発想の原点は、プロジェクトに関わる個
人またはチーム（団体）優先の発想で解決される
ものではなく、また目先のイニシャルコストだけ
に焦点を絞った対応でもなく、「三方よし」の基
本原理を踏襲しつつ、建物が未来永劫健全であ
り、将来性を見据えたライフサイクルコスト

（LCＣ）の視点であることを再認識した。
　フロントローディングとは、何か前裁き的な
ニュアンスを持つが、そうではなく目先にとらわ
れない柔軟な発想が必要不可欠であることを本プ
ロジェクトで再確認することができた。

写真15　通風ルーバー（手動）

写真16　サイレントファン
（メインコンコースに４台設置）写真14　ジャバラ管を利用した350Φ大型雨樋
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