
再生・メルカテッロの町家 ● CASA MERCATELLO RINASCIMENTO
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CASA MERCATELLO 1993



１９９３ 売主 FRAVIO MUCCIOLIさんと純子



CASA MERCATELLO 1993 平面図

1階 ● Piano Terra



２階● Primo Piano



３階● Secondo Piano



屋根裏● Sotto Tetto





建築概要

階 内法面積 壁体面積＊ 合計 中庭面積

屋根裏 ２３ ー ２５ ー

３ ８１ １６ ９７ ー

２ ２１６ ４３ ２５９ ー

１ １９６ ６５ ２６０ ２２

合計 ５１７ １２４ ６４１ ２２

面積表(㎡)

＊戸境壁を除く

部屋数：１３（２４） 暖炉：３箇所 煙突：３本

窓： ３６ 扉：４（玄関扉１＋倉庫扉２＋中庭扉１）



CASA MERCATELLO 1993















土地、建物の所有権の登記は？

●日本では、
土地は共有登記（地籍図に対応）
建物は専有部分を登記





●イタリアでは、

建築物の登記は、

「室」を登記する。

日本の 「土地」＝イタリアの 「室」



歴史的都心 CENTRO STORICO 保存の保障：

歴史的都心 CENTRO STORICO では、
建物の部屋が登記される。地番は登記されない。

登記されている建物の部屋だけが存在できる。
・原則として増築は出来ない。
・現に存在していなくても、登記簿にある建物は新築(復元)出来る。
・原則として間仕切壁(構造壁)は変更できない。

歴史的中心市街地CENTRO STORICOの存在は、

建物の登記制度と地区詳細計画によって担保されている。



戸境壁：

戸境壁を共有して町並みが形成される。

戸堺壁が所有の区分界となる。

当初は地籍図の境界線と一致していた。現在はかなり無関係。

●互いに戸堺壁を共有することで、ひとつの街区が
ひとつの建物として存在する＝都市建築(町家)

●土地の所有区分が建物の所有区分となる＝庭建築



京都の町家 MERCATELLOの町家



MERCATELLO



アムステルダム



京都・祇園新町



N.Y. CITY



都市計画 都市建設計画のAゾーン（歴史的都心）

地区詳細計画

都市（地域）基本計画

1985 1988 1994



歴史的中心市街地の
地区詳細計画

①修復工事

②改修工事

③通常の保守工事

④特別の保守工事

⑤改築工事

⑥解体、再建工事









地区詳細計画●Piano Particoraleggiato 

目的：

●文化の継承

共同体を継承してきた生活や文化の歴史的、芸術的証言(風景)を保持すること。

●コミュニティの継承

現代においても学ぶべき価値のある歴史的都心の共同体を生かし続けること。

●伝統的な豊かさの継承

技術的、芸術的な秩序によって伝統的に支えられてきた現在の豊かさを破壊しな
いこと。

●生態系の環境保護

生産農地を侵食する徒な市街地の拡大を抑制すること。



守るべき基準：

●基本は元の形、元の色にするということ。

積層される都市、建築では、どの時代に戻るかの判断が重要。
学問的判断／デザインとしての判断

●制度・基準が定着して既に慣習・文化となっている。

市民、職人が景観の価値（デザイン基準）を常識として共有している。

● 「類型学的デザイン」が定着している。

判断の最後のよりどころは町の類型学TIPOLOGIAである。



イタリアの町家の構造は、

石 と木 の組積造



壁 石積み、煉瓦積み、雑石積み

梁、根太 木造

小屋組み 木造

まぐさ 木、石、煉瓦

床 仕上げ煉瓦／モルタル／床煉瓦

屋根 瓦、複合防水断熱材、野地煉瓦

床下空気層

１０
３



石の壁 の上に木の梁と根太 を積んでいく。

木の梁 で石の外壁 を補強する。



メルカテッロの家 再生

１． 屋根は葺き替えが必要。樋は新設。

２． 構造壁は部分的に補強が必要。

３． 梁は部分的に補強が必要。

４． 床は部分的に改築が必要。1階防湿。

５． 内装は全面的にやりかえ。

６． 全ての設備を新設。

７． 外装は、、、。











床

・仕上げ材（古煉瓦再利用）

・均しモルタル

・野地煉瓦１７０ｘ３４０ｘ４５ｍｍ

・根太（＠３５０）

・梁、大引（@２，０００）



防湿層ユニット VESPAIO





建築仕上げ（外壁） ： 組積躯体のまま／イントナコ



当初 １ ２ ３ ４

パラッツォ 石,煉瓦
積み

イントナコ 石,煉瓦
積み

庶民の家 雑石,煉瓦
積み

イントナコ 雑石、煉瓦
積み

イントナコ

外壁仕上げの流行り廃り



















外壁仕上げ ＝ 外壁補修 ＝ 構造壁補強



化粧目地仕上げ ＋ イントナコ仕上げ















Geom.ro Daniel Bartolucci













古いブラインドを再利用する。





最後の建具職人：マルコ

















１階の建具：修復して再利用。









室内(床壁天井）仕上げ ： 構造材(石、煉瓦、木）のまま＋イントナコ





古材を吹き飛ばす
ショットブラスト

•躯体（壁と梁）がありのままの
姿を現す。

・どこまで飛ばすか？
下から何が現れるか

分からない！



石や煉瓦や木の肌が現れてくる。















木部：生地仕上げ

・防虫剤塗布

・透明ラッカー
新、旧の色の違いを残す。









究極の床仕上げ：古煉瓦に天然ワックス





新しい仕上げ：古煉瓦の研磨仕上げ





木質系フローリング仕上げ ： モルタル下地に直張り



１階で木のフローリングは、絶対に！やらない！



建具：修復か新設か。

どの建具を残すか・・・躯体と一体の建具は残す修復

何処は新設するか ・・・枠つきの建具は廃棄新設

・・・新設壁には新設

●古い振りはしない。

古いものは古く、新しいものは新しく。















２６０年前の石の流しに、新しい蛇口をつける。



１階：

ギャラリー、会議室、サロン、倉庫



２階：

居間、台所、寝室（２）、書斎、中庭



３階：

アトリエ、寝室、ロフト





























僕は何をデザインしたのか？●再生のデザインは？

「まず自分の思いが在って、それをどう入れるか」・・・・・・・・

「まずモノが在って、それとどう向き合うか」



私はデザインしたのだろうか？
＜修復デザインから学んだこと＞

●空間 から モノ へ、モノ から 空間 へ！
＜対極のミニマルデザイン＞

＜古い皮袋に新しい酒を注ぐ・・新しい酒が美味いとは限らない＞

私のデザイン ？ 建築が持っている力

修復 ？ どの時代に帰るのか
＜創造的選択 場所を読む類型学的感性＞

●建築は何になりたがっているのか？

新設 ？ 何処にどのように入れるのか
＜新しいデザインに出会って、そこにあったものが生き返る＞

「カクテルデザイン」



そこにあるモノの力を引き出す。



新しいデザインに出会って、

そこにあったものが生き返る。



背景の中で活きてくる存在。



建築は

新築であろうが､修復であろうが

Leonardo Da Vinci であるよりも、

Michelangelo である。



画家・Leonardo Da Vinci 彫刻家・Michelangelo Buonaｒroti



私が彫刻を彫っているのではない、
私はそこにあるものを見出し､彫りだしているのだ。

ミケランジェロ・ブオナッローティ



SILVANO     GIORGIO          VOLPINO                 LUIGI

GRAZIE





１．再利用（そのままで利用）
手摺、間仕切り建具、階段踏み板、床仕上げ煉瓦、直天井、暖炉
２．修復（元の形に戻して利用。何をどの時代に戻すのか）

ベネチア－ナ、玄関扉、窓、フレスコ画、暖炉、階段
３．再生（元の形に新しい何かを加えてあるいは取り去って利用。修復
するか再生するか、その選択が問題）
内装壁イントナコ、床仕上げ、天井仕上げ、中庭あずまや。
４．新設（新しく加える。作り変える）
間仕切壁、台所、開口部窓、内部扉、玄関扉、床仕上げ（木、煉瓦、塗
装）、給
排水衛生・電気・ガス・給湯・暖房、樋、中庭

５．再生のデザインとミニマムデザイン
６．変えてはいけない外装とどう向き合うか。



■私は何をデザインしたのか。
１．構造的補強（屋根の葺き替え、壁の積み替え、梁の付けえ、、、、）
２．プランの変更（間仕切壁の新設）
３．設備の新設（給排水衛生・電気・ガス・給湯・暖房）
４．内外装仕上げ(構造補強のデザインと密接に関係する)
■再生のデザインとは。
「まず自分の思いが在って、それをどう入れるか」
「まずモノが在って、それとどう向き合うか」
１．再利用（そのままで利用）
手摺、間仕切り建具、階段踏み板、床仕上げ煉瓦、直天井、暖炉
２．修復（元の形に戻して利用。何をどの時代に戻すのか）

ベネチア－ナ、玄関扉、窓、フレスコ画、暖炉、階段
３．再生（元の形に新しい何かを加えてあるいは取り去って利用。修復
するか再生するか、その選択が問題）
内装壁イントナコ、床仕上げ、天井仕上げ、中庭あずまや。
４．新設（新しく加える。作り変える）
間仕切壁、台所、開口部窓、内部扉、玄関扉、床仕上げ（木、煉瓦、
塗装）、給
排水衛生・電気・ガス・給湯・暖房、樋、中庭

５．再生のデザインとミニマムデザイン
６．変えてはいけない外装とどう向き合うか。



世界中何処でも、建築工事は地域経済の要

大工Muratore：解体工事、躯体工事、間仕切壁工事、天井
(直天)

左官工intonacatore, stuccatore：内壁、外壁
塗装工imbianchino：内壁、天井、外壁
建具、家具職人falegname：新設、修復
給排水配管工idraulico：給水、給湯、排水、浄化槽、

暖房・衛生機器
電気工elettricista：配線、照明器具設置
暖房機器、ボイラー設置idraulico：
キッチンセット：
特殊床工事：煉瓦研磨仕上げ、木製床張り、塗装

仕上げ、古煉瓦再生
樋工事：



７．再生を通して見えてきたこと

モノから発想するデザイン／場所から発想す
るデザイン／地域主権の都市















補修した窓
























