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イオンモール白山
石川県白山市

建物監理／スダック
環境設計／船場、INPROUD
内装監理／ティ・アイ・エム
設計／KAJIMA DESIGN
監理／鹿島建設
施工／鹿島建設
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白山の“今”を読む
イオンモール白山は、白山市横江町土地区
画整理事業の中核をなす施設であり北陸エリ
ア最大級のショッピングモールである。金沢
市から約7㎞、北陸自動車道白山ICの近傍
とアクセス性に優れ、広域からの集客が期待
できる。2005年の合併で誕生した白山市は、
市全域が「白山手取川ジオパーク」に認定、
近年「住みよさランキング」で上位に位置す
るなど感度の高い若い世代に人気のエリアで
ある。幅広い世代の地域交流拠点、コロナ
禍の大型SCとして安全・安心の施設づくり
が求められた。
白山連峰から日本海へ広がる扇状地の等高
線に沿い、約400m四方の敷地に対角配置
とした。四隅には地域の緑とつながる修景緑
地を計画。横江荘史跡公園から連続する北
東部は、緑の丘や広場・散策路による約
2,500㎡の結節点とし、中央アトリウムへの
経路に緑のスポットを配した。
外観は、傾斜屋根や立体的なボリューム構成
により背景に広がる白山連峰の山並みに馴染
む形態とした。起伏ある壁面は周囲への圧
迫感を軽減し、ALC幾何学パターン・金属
の表情変化・左官調塗装の質感・モノトーン
の色彩・ライトアップが動きと多様な表情を
つくり気候・風土との調和を図った。新たな
ランドマークとなる大屋根は、中に広がる空
間への期待感を抱かせ、内外連続する街並
み表現が賑わいをつなげることを意図した。

左上／北側中央部
左下／中央アトリウム　3階ブリッジより　右下／北側全景



6 7KINDAIKENCHIKU SEPTEMBER 2021 KINDAIKENCHIKU SEPTEMBER 2021

中央アトリウム　2階ブリッジより

左／中央アトリウム　断面パース　右上／気流シミュレーション　右下／昼光・人工光照明シミュレーション

ウェルネスアトリウム
大屋根下には、約W17m×D60m×H25m
の五感を刺激するアトリウムを創出。雨天で
も街歩きが楽しめるように、都市的スケール
のダイナミックな空間とし、来客者と従業員
の健康に寄与することで地域に開かれたサー
ドプレイスとなることを目指した。
①昼光を取り込んだハイブリッド照明
昼光を積極的に取り入れ、センサーにより外
光と連動した光環境を構築し省エネを図って
いる。日中は自然光、夜間は色温度を落とし

た環境へ変化させサーカディアンリズムを整
える契機となる。
②風を感じる場
カーテンウォールとハイサイドライトの換気
窓で温度差換気による自然風の流れを構築。
機械と自然換気のハイブリッドにより、通常
時の1.5 ～2倍の換気量になることを気流シ
ミュレーションで計画。
③在来種による緑陰空間
6 ～8ｍの高木が連なる緑陰空間は、在来種
による30種類以上の植栽により構成。アトリ

ウム内の緑視率を高めたバイオフィリックデ
ザインとした。室内生育のため「自動潅水に
よる給水」「育成用照明による光合成促進」を
整備。
④音と香りの空間演出
植栽帯内に立体音響スピーカーと天然オイ
ルのアロマディフューザーを導入。緑の中に
入ると、音と香りで立体を味わう効果を生む。
光・風・音・香りを感じ、実際の空間にいる
ような臨場感あふれる体験が可能。

上／3階中央アトリウムと南モールの接点　下／中央アトリウムを横断するブリッジ
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立体的な回遊を生むモール
約200の専門店を有する幅400ｍのモール
空間。1・2階はモールエンドの2核を変形
サーキットモールで繋ぎ回遊性を向上してい
る。モール通路内の吹抜けは、2層と3層の
組合せで上階へと視線を誘導する指向性を
生む配置とした。稜線上の天井は、動きを
促進しライン照明で基準照度を確保、ダウン
ライトを低減している。フードホール吹抜部
は、2階フードストリート店舗が見えるよう外
部と視覚的に連続させ、飲食ゾーンとして一
体的なつながりを生む構成とした。
 （岩﨑庸浩／KAJIMA DESIGN）
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左上／外部と連続するフードホール吹抜部　右上／動きを促す稜線状の天井デザイン
左下／自然木や風合いのある素材を用いた従業員休憩所　右下／指向性のある2・3層の吹抜配置

伝統工芸「牛首紬」をガラスに挟んだ屏風壁面(左）と八角形柱（右）

イオンモール白山　データ
所在地 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区
内1街区
主要用途 ショッピングセンター
建築主 イオンモール株式会社
建物監理　スダック
  担当／染谷朝雄、近藤 篤、杉本有司
環境設計　船場　担当／神尾陽二、吉田 潔、井上慎介
    INPROUD　担当／宮武芳将、金 波蘭
内装監理　ティ・アイ・エム

担当／西上雅文、堀江潤之介、池田隆男、近藤泰三、
山口 幸次

設計 KAJIMA DESIGN
担当／総括：高田輪太郎　建築：湯本 修、谷口勝之、
内藤俊彦、岩﨑庸浩、森本栄貴　構造：原 健二、
小野寺勉、村上亮介、華田健人　設備：太田和好、
谷口和信、村松繁紀、永山浩二

ランドスケープ　ランドスケープデザイン
  担当／堀 眞人、高橋大樹
監理 鹿島建設　担当／安田 滋、横田 努
施工 鹿島建設

担当／横山乃武古、坂田義博、佐野 寧、今 耕、
田原修一、野阪勇介、阿部隼輔、長谷川雅浩、
井上 駿、高野大輔、佐々木達矢、加納未裕、岡 大貴、
佐藤正義、関口孝史、川口隆也、荒井 繁、山科隆行、
中川 歩、笹井俊宗、星田侑輝、猪爪浩義

設計期間 2019年7月～2020年3月
工事期間 2020年3月～2021年7月
［建築概要］
敷地面積 約175,000㎡
建築面積 約33,000㎡
延床面積 約110,000㎡
店舗面積 約74,000㎡
店舗数  約200店舗
構造規模 S造　地上3階、塔屋1階
最高高さ 30.12m
軒高   29.12m
階高   1階：6ｍ　2～3階：5.5m
天井高さ 3.7m～4.3m
主なスパン 9ｍ×9ｍ
客用通路幅員　4.0m
道路幅員　北側25m、東・南側16m
駐車台数　約3,800台
駐輪台数　約280台
地域地区 白山市横江地区地区計画、近隣商業地域
［設備概要］
電気設備 受電方式／特別高圧引込 3相3線77,000V 2
回線　変圧器容量／特別高圧受変電 7,500kVA、サブ変
電所14,200kVA　予備電源／自家発電 500kVA
空調設備 空調方式／外調機+ファンコイル、外調機+空
冷ヒートポンプパッケージ　熱源／電気熱源モジュール 協力会社

(当社記入欄）

施工計画
工事敷地は四方を県道および市道に囲まれ、
既存の工業団地が隣接している。大型車両
の交通量が非常に多いため、工事車両によ
る周辺への影響を最小限とする計画を最優
先に工事を進めた。
各種施工計画は、着工前段階に３ＤＣＡＤに
よるＢＩＭモデルを製作し「施工ステップ図」や
「建方計画」に利用。実施工では建方状況を３
Ｄで可視化することで施工手順の確認や重機
配置など、プロジェクトに関わる全員が情報
共有し計画通りに進めることができた。また、
各種仕上げ工事でも「納まり検討」に３ＤＣＡ

Ｄを活用することで、関係者との共通認識を
得ながら施工品質確保にも効果的であった。
建物内部は各所に吹抜けが多数配置され、
メインエントランスには意匠性に富んだ大屋
根下の大空間が計画され、これらの仕上げ
工程が全体工期に大きな影響を与えることが
予想されたが、関連部署との連携を密にタイ
ムリーな物決めを行うことで、工程遅延する
こと無く仕上げ工事を完了した。
コロナ禍での現場運営では、感染対策を確
実に行うとともに、毎日の検温と入場記録の
保管など、命を守るための環境整備にも注力
した。繁忙期に１,５００人を超える作業員が従

事したが、新型ウイルス感染拡大によるクラ
スター発生や、工事中断などのリスクを回避
し、無事工事を完遂した。
白山市に新たな商業施設がオープンし、幅広
い世代の方々の賑わい拠点として愛される建
物に携われたことは、プロジェクトメンバー全
員の喜びである。 （横山乃武古／鹿島建設）

北東部修景緑地

BIMによる建方STEP図

横山 乃武古……よこやま のぶひさ
1963年新潟県生まれ。1986年金沢
工業大学建築工学部建築工学科卒業、
同年鹿島建設入社。現在、同社北陸
支店作業所長

森本 栄貴……もりもと えいき
1986年石川県生まれ。2012年日本
大学大学院理工学研究科建築学専攻
修了、同年鹿島建設入社。現在、同
社建築設計本部

岩﨑 庸浩……いわざき のりひろ
1979年群馬県生まれ。2005年芝浦
工業大学大学院建設工学専攻修了、
2006年鹿島建設入社。現在、同社建
築設計本部チーフアーキテクト

高田 輪太郎……たかだ りんたろう
1964年東京都生まれ。1990年早稲
田大学大学院理工学研究科建設工学専
攻修了、同年鹿島建設入社。現在、同
社建築設計本部統括グループリーダー

南側外装　有孔・無孔折板による屏風デザイン

チラー、電気熱源空冷ヒートポンプパッケージ、ガス熱
源空冷ヒートポンプパッケージ
衛生設備 給水／受水槽+ポンプ圧送方式　給湯／局所
式（電気、ガス）　ガス／液化石油ガス、バルク貯槽＋強
制気化方式（常用・災害用）　排水／建物内汚雑分流
防災設備 消火／閉鎖型湿式スプリンクラー、放水型ス
プリンクラー、補助散水栓、移動式粉末消火、消火器、消
防用水　排煙／機械排煙　その他／非常用照明、誘導灯、
自動火災報知設備
昇降機 乗用24人乗×3基+乗用20人乗×6基、人荷用
24人乗×2基、荷物用×2基、ESC×28基
特殊設備 ピープルカウンター、LED演出、消雪設備、
OPSODIS立体音響スピーカー
別途工事　電気自動車充電設備、携帯電話不感知対応
［主な外部仕上げ］
屋根 RCアスファルト防水 アスコン押え、一部金属折板
外壁 ALC t100横張 複層塗材E、カラーガルバリウム
鋼板
建具 アルミ製建具、スチール製建具
外構 磁器質タイル、洗い出しコンクリート、インター
ロッキングブロック、アスファルト舗装
［主な内部仕上げ］
モール通路　床／磁器質タイル、塩ビタイル　壁・天井
／GB-R EP、ビニルクロス

撮影／川澄・小林研二写真事務所

八角形柱撮影／鹿島建設 撮影／鹿島建設


