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昔の避難所

　洞窟の内部は数千年ものあいだ、頻繁に住居として使
われていた。洞窟の中は安全であり、隔離されているた
め古代の人々はこの自然の避難所を利用した。そしてグ
ラナダ県にはイスラム芸術の他に洞窟や洞窟住居の素
晴らしい文化がある。地下建築は歴史の移り変わりや、
その地の社会や経済を反映している。グアディクス・マル
ケサド地域やバサ・ウ
エスカル地域のアル
ティプラノ（高地）には
洞窟住居が景色の中
に溶け込み、浮き彫り
のようになって美しい
風景を作り出してい 
る。洞窟住居は貴重
な遺産であり、観光促
進にも役立っている。

洞窟と古代の避難所
 グラナダ北部のオジャ・デ・グアディクスやバサ・ウエスカ
ル地域のアルティプラノの2地域にはベティカ山脈がまた
がり、小さな洞窟のような抜け道や自然の避難場所など
には古代から多くの人々が住んでいた。そしてその先史時
代の住民は穴居人と呼ばれる。穴居人のつくった独特な
洞窟の住処は発展されていった。この地域には多くの考
古学遺跡が発掘されている。

　カスティジェハル
のラ・バルンカの考
古学遺跡にはティ
ア・ミカエラ洞窟（
コルテス）、シン・サ
リーダ（出口のない

）洞窟（グラネア）、オラー洞窟、ルイ
ス・マルティネスの避難所、パノリー
ア洞窟（全てダーロ）があり、旧石器
時代の狩人や採集者の使っていた
自然の避難所には壁に輪郭画や貴
重な洞窟画が残っている。同様にグ
ラナダの西部のピーニャルにはカリ

グエラ洞窟、有名なベンタナス洞窟など旧石器時代中期
から人々が住んでいた場所がある。この洞窟は観光地と
なっており、洞窟外への出入口、洞窟内への入口、出口は
別になっている。
　グラナダ周辺の地域には鉱物のたくさん採れる、豊か
な地があるが、地中海地方からやってきた先住民たちが

好んだ地である。そして、柔ら
かく、ぎっしりしまった、水を通
さない防水の地を最大限に
利用するため、川の峡谷の壁
に穴を掘って新しい洞窟をつ
くり出した。ローマ人たちはこ
の吹きさらしの住居の付近に
新しい洞窟住居をつくり足し  
た。それが現在見られる素晴
らしい洞窟である。そしてゴー
ト族はそのローマ帝国の文化
を模範とするようになった。

伝説と宗教
　いつの時代も聖なるもの（神）と大地は深く結びつい
ている。ローマ人たちは地下に『エリセウム』と呼ばれる
英雄や半神半人などを祭る場所をつくった。洞窟はキ
リスト教においても偏在するもので、ナザレのお告げの
地、ベツレヘムのキリスト降誕の地やエルサレムの聖体
安置の地などが良い例である。
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昔の避難所

中世の見張り台
　イスラム教徒がやって
来て、洞窟は重要な場所
となり、その利用の仕方
は変えられていった。文
化や宗教など秘密にし
ておくものを隠しておい
たり、需要人物をかくま
う地とされた。その後、経
済力のない人々が容易

に手に入れることのできる住居
となった。
　11世紀、12世紀にはグラナ
ダにアルモアデ族がやって来
てたため、モサラベ（イスラム教
徒支配にキリスト教信仰を守
ったキリスト教徒）は秘密に礼
拝を行う地を探していた。ハフ
ァス・デ・アリーバ・デ・ベナマウ
レルの時代に王朝の領土は二
つに分けられた。ハト小屋も含
める洞窟群はその時代のもの
である。その洞窟群は高い位置
にあるため細い小道を登って
いかなければならなかった。

　それらの中世の洞窟は（グアディクスの洞窟は、カバロ
ネス、クエバス・デ・モーロとして知られている）防衛の
役割を果たしており、隔離された住居をもつ
小さな村をつくりあげた。洞窟は主な4種
類に大きく分けられる。通常の住居（
コルテス、グラネナ、マルチャル、
ロペラ、ベナルーアなどの村
の先住民の住居）にはキ
リスト教徒の征服後も
人々が住んでい

た。見張り台は自然の地を利用してい
るため気づかれないようになっている。洞窟
の避難所は大きく、防衛もかねている城のよ
うなものである。絶壁の穀物倉庫に入るに
は、縄やはしごを使って窓から入らなけれ
ばならなかった。
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昔の避難所

モリスコの地区

  中世の地下建築の周辺には、大きな村落となる洞窟住
居がたくさんあったが、キリスト教徒の征服後モリスコが
引っ越してしまい、廃墟となり再び利用されることはなか
った。
　
 そのため16世紀には大きな町が築き上げられた。アベ
ン・ウメージャの反乱の後に追い出されたモリスコたち    
は、亡命の地として以前の洞窟に戻って行ったり、新しい

洞窟を掘ったりした。
17世紀よりイベリア半
島の他の地方からフェ
リペ3世の法令によっ

て多くのモリスコが追放され、こ
の地にやって来た。そしてそのモ
リスコたちも洞窟を自分たちの
住居とした。
　
 バサには多くの洞窟住居地区
（初期の洞窟住居）がある。フ
レイラのポソ地区、アバテル地区
（アラビア語で刑罰の地という
意味で、1502年までそこにナバ
ラの総司令官が絞首台を設け
ていた）、スハルとその近隣のカ
ラマイサにはのカパジョンル地
区がある。ガレラのカスティジェ
ハルにはラ・クルス地区、ラ・モレ

リーア地区、そしてグア
ディクスには半円形の
白い洞窟の丘がある。

ベレルダには洞窟の壁
に掘られた驚くべき墓場
が残されている。

Casas cueva japones 2005 21/1/08, 08:358-9



昔の避難所

近代的な洞窟
　14世紀の終わりと20世紀前半がグラナダ県の洞窟の
発展された時期である。（洞窟はナスル王朝の時代より住
居として使用されて
いた。）移民が多く
やって来て、人口が
増加し、新しい地と
して発展していった
時期である。オジャ
・デ・グアディクスは
サトウキビの栽培や
製糖の地であり、バ
サ・ウエスカルのア
ルティプラノ地方には多くの低所得の人々が安い住居を
求めてやって来た。人々は伝統や習慣を保つことのでき 
る、広い地（ニワトリ小屋、馬小屋、貯蔵庫などのため）を
持つ住居を必要としていた。

　
 様 な々住民がこの地
下建築を整然と発展し
ていった。洞窟住居は
伝統的な要素を持ち
ながらも快適で便利な
住居へと変えられた。
1900年代には洞窟住

居には現代的な設備が取り付けられるようになった。こ

の近代化された独特な洞
窟住居は観光スポットとな  
り、宿泊施設、レストラン、
博物館として使われるよう
になった。

1950年代にはグアディ
クスでは最後の洞窟の大規
模な発掘が行われた。

洞窟博物館
  グアディクスにはアラブ時
代の修復された洞窟住居が
あり、博物館が二つある。ラ・
アルカサバ陶器製作所・洞
窟博物館は陶芸家フアン・マ
ヌエル・ガバロンによって修
復された洞窟であり、様々な
時代の陶器の素晴らしいコ
レクションや調理器具など
が多く展示されている。グア
ディクス民族洞窟博物館で
はその地域の昔の伝統的な
生活を知ることができる。展
示室には様々な手工芸品や
衣類がある。（戸棚、寝室、馬
小屋、豚小屋などもある。）
　プルジェナにはラ・インマク
ラダ洞窟博物館がある。キリ
スト教徒の征服後に掘られ
て修復されたもので、この洞
窟に住んでいた人々の日常
生活を知ることができる。

グアディクス
ラ・アルカサバ陶器製作
所・洞窟博物館

グアディクス民族洞窟
博物館

プルジェナ
ラ・インマクラダ洞窟
博物館
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サクロモンテ、洞窟と伝説
　サクロモンテはア
ルハンブラ宮殿の目
の前にあり、グラナダ
を代表する一風変わ
った地区である。山
の洞穴を掘ってつく
られた洞窟がある。
博物館ではジプシー
の文化を知ることが
でき、その地区にあ

る洞窟住居は現代的な設備をも
っている。サンブラと呼ばれる様々
な文化の融合した古い民族舞踊
があり、ジプシーの結婚式には必
ずサンブラが踊られる。

　町を取囲む城壁外にある寂び
れた地はキリスト教徒の征服後、
ユダヤ人やモリスコなどの異教徒
の集団の住む住居となり、キリスト
教徒の行政や宗教には従う者は

いなかった。住民の多くはジプシーであり、カトリック両王
の軍隊と共に金属職人としてグラナ
ダにやって来たと年代記に書かれ
ている。そしてその地区には工芸職
人やフラメンコ芸術に関わる人が多
くいる。フラメンコ芸術は魔法にか
かった古いサンブラの芸術として生
まれ、現在もロス・タラントス、マリア
・ラ・カナステラ、クエバ・ラ・ロシオ・
ベンタ・エル・ガジョなどの洞窟でそ
の踊りを見学することができる。

　サクロモンテには伝説にまつわる地でもある。バランコ
・デ・ロス・ネグロス（崖）は伝説の地の一つである。ナスル
王朝が崩壊したとき、多くのアラブ人の貴族たちがアフリ
カの地へと向かって亡命するのに通った道である。そして
盗難を恐れてバルパライソの山に多くの宝を隠していっ 
た。黒人の奴隷たちはその宝の山の持ち主を襲撃した。そ
して保釈の条件としてその宝を渡すことにした。そしてどん
なに山の崖を掘っても、宝は出てこなかった。疲れきった
ためその掘った穴で休むことにした。そして後に住居とし
て使われるようになったということである。

サクロモンテ資料センター
　貴重な遺産である洞窟住居が博物館とされている。こ
の洞窟住居地区の周辺にはサクロモンテの牧草地、アセ
イトゥノの丘、アベジャーノの泉、アルバイシン地区があ  
り、美しい場所である。資料センターは民族博物館として
歴史、地区の発展、
洞窟の住民の備品
や習慣などを知るこ
とができる。（昔の
家具、農具、工芸品
などがある）そして自
然に親しむ展示室
があり、この地区に
生息する動物や植

物、農産物などが展示されており、
植物園や伝統的な畑も見られる。

サクロモンテ資料セ
ンター
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地下建築

　丘や崖の側面を掘ってつくられる洞窟住居は設計図
なしに建設される。輪郭や太陽の位置が考慮されるだけ
である。道はなく、谷間や木立のあいだが村の境となって
いる。発展された洞窟住居は洞窟の前や横に普通の建

物が加えられている。白く塗られた細長い煙突があり、典
型的な広場や野菜畑がある。内部は原始時代の姿の洞
窟ではなく、居間や寝室などが備えられている。

　地下建築は人々
がその居住環境に
対応するのではな 
く、その職業や活動
に応じて住居を発
展させていったもの
であり、その発掘場
所が重要とされる。
自然の強さを利用
したり、近代的な設
備を用いたりする。

　クアディクス・マル
ケサド、バサ・ウエスカル地方（アルティプラノ）の乾燥地

や半乾燥地では、川や水の流れ
る場所ではあるが、洪水が起こら
ないような地の近くにあり、沃野
ではない地、すなわち傾斜地、崖
の斜面、小さな丘などに洞窟が多
く見られる。もっとも適した地はピ
ッケルで掘ることのできる柔らか
いところで、頑丈で水の入らない
しっかり詰まったところである。粘

土、泥灰土、礫岩、砂岩、石灰岩、砂地、石灰などの地が
適している。

発掘の仕方
  洞窟の建設はいつも『発掘の達人』によってなされてい
た。外壁となる地を縦に切りつける。そしてそこから水平
に掘っていく。地形によっては縦の切り目がもう二つ必要
になることもある。垂直な壁が控え壁の役割を果たすた
めである。

　外壁の中央部にはアーチ型の出入口（1メートルまたは
1.5メートルくらいで、壁の重さを支えることのできる幅で
ある）がつくられる。そこからはじめの部屋を掘っていき、
半円筒型の天井で幅2.5メートルから3メートルの正方形
平面にする。次にこのはじめの部屋から回廊のような形で
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地下建築

他の部屋をまた掘り続けていく。部屋
数や内部の大きさは丘の大きさや、住
民の予算によって決められる。

　その土地の地形によって洞窟住居
のカーブや形や坂道の建設が発展さ
れていく。そのためグラナダには様々な
形の洞窟住居がある。オジャ・デ・グア
ディクスの洞窟群はもっとも大きなも
ので急斜面の色 な々高さにに列をなし
てつくられている。そこへは傾斜地の曲
がりくねった細道を通っていかなけれ
ばならない。

　小さな山が連なる
地では光を入れたり、
風通しをよくするため
洞窟の両端が開けら
れる。洞窟住居は道
の前に一列につくら
れたり、共同の広場
の周りにつくられる。   
アンダルシアの中でもグラナダ県のベナルーア、ゴール、プ
ルジェナ、バサ、ベナマウレル、ウエスカルでしか見られない

集落のつくりかたである。バ
サにも洞窟住居の地域があ
ったが、洪水の恐れがある
ため使用されなくなった。

　日当たりをよくするため
に、南、南東、南西に向か
って住居をつくる傾向が

ある。

発掘の達人

　洞窟住居の建設の管
理、施工者をする人がい
た。そして最後の仕上げ
をするのは彼らだった。ど
んなところであろうと要望
に応じて出張していた。発
掘の達人は二人の助手と
共に1ヶ月あまりで4部屋
をもつ洞窟住居を発掘す
ることができた。先の尖っ
たピッケルのような伝統
的な工具を使っていた。
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洞窟、洞窟住居
  時代と共に洞窟住居の外観も変わってゆき、近代的な
設備を持つようになった。昔の洞窟は徐々に変化され独
特の洞窟住居をつくり出している。洞窟の外部に続く家
がつくられたり、出入口となるスペースが付け足されたり
している。

　洞窟住居の家のつくりには特徴がある。部屋の出入口
となる小さなアーチ型のスペースがつくられ、そしてそのア
ーチから奥や横に広がって部屋が掘られている。居間な
どの共同の間が回廊の役割を果たしている。そしてどんど
ん部屋数が増やされていき複雑な形となる。革新的な洞
窟住居は普通の建物が洞窟に続けてつくられていたり、

出入口となる広場と
なる敷地が加えられ
るようになった。この
ような住居は人の住
む家と家畜の小屋
を離すことができ、
水を使う湿った場所
は外部につくること
ができた。このように

して原始の洞窟は自給自足のできる洞窟住居に姿を変え
ていき、独特な住居のシンボルとなっている。

広場
　この屋外の場所の周
辺には多くの洞窟住居が
つくられていったが、昔か
らの広場の役目は変わら
ない。くつろいだり、家事
をしたり、内部と外部の
通路とされていた。広場
では日光浴をしたり、ピー
マンを乾燥したり、トウモ
ロコシの身をほぐしたり、
近所の人との交流の場で
もある。

煙突、明かり採り
　洞窟住居の外部で目立つものは、外装と煙突である。
これらは洞窟住居の目印となっている。気温を保つため
洞窟住居にはすき間がなく、家や家畜小屋の出入口があ
るだけである。時には風通しのため小さな窓がつくられる
ことがる。伝統的な出入口は一つのドアが上下に分かれ
て空くようになっており、上部の扉を開けると窓のように
なる。

　外装はシンプルなもので洞窟の外部となる丘の面に直
接石灰を塗って白くしただけである。最近のものは風化を
防ぐためレンガ、セメント、石などでつくった外壁が主流
である。草木でつくったポーチや屋根をつけて建設され
たものなどがあり、洞窟に普通の家を付け足したりするこ
ともあり、住民の好みによって様々な外装が施されるよう
になった。

地下建築
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 内部から掘られた煙突の形は、同
じ地域にありながらも、それぞれ異
なっている。グアディクス・マルケサ
ドやアルティプラノでは円すい形、角   
柱、円柱の形のものや、モルタルやレ

ンガや石造りのもの、防水のため石灰が塗られたり、補強
工事が行われているものもある。

　洞窟住居の内部には狭く細い通路の奥に明かり採りが
ある。その明かり採りだけではなく、バルコニーや大きな中
庭も外からの光を入れることができる。トンネルが掘れる

ような丘には反対側にも外部への出入口
がつくられ、明るくしたり、空気の循環
をよくすることができる。壁や天井には
石灰が塗られ自然の資源を最大限
に利用している。

洞窟の内部は乾燥してお
り、年中18度の気温を

保っている。

暖炉のまわりで
　現在の洞窟住居は今も田舎の生活様式に
あった家の造りをしている。入り口を入ったとこ
ろにすぐある部屋は居間や台所となっており、
空気循環の役割を果たす煙突がそばにある。

　一番奥にある部屋は寝室になっており、カー
テンやドアやレースのような布などで仕切られ
ている。プライベートな寝室の前にはタンス、戸

棚、食器棚が
掘られてあっ
たり、粘土で
つくられていたりする。

　洞窟も様々に変化され
ていった。隣に住民のい
なくなった洞窟ができる
と、そこで動物を飼うよう
になった。動物の小屋とし
て十分な広さがあり、臭
いの問題もない。そして
下水道が整備されると、
広場にあった洗濯場や
洗面所が家の内部につく
られるようになった。

　そして上階の部屋や
廊下をもつ家へと変えら
れていき、現代的な施設

や設備が持たれるようになった。遠い昔の人の住んでい
た洞窟とはとてもかけ離れたものである。

地下建築
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Cuevas del Tío Tobas
クエバス・デル・ティオ・トバス

Cuevas Al Jatib

宿泊施設

アパートメントホテル アパートメントホテル

　ラ・カラオラ方面から
来て、アルクディア・デ・
グアディクスの1Km 手
前の右手にある。11の
洞窟住居は丁寧に手
入れされ、総合観光宿
泊施設となっている。
家の装飾はそれぞれ異
なり、地元の木材、石な
どの資材を使用してい 
る。自然の美しさを保    

ち、田舎の素朴さがある一方、快適で洗練された趣をし
ている。松林のそばにあり、バジェ・デ・ピエナやシエラ・
ネバダ山脈の素晴らしい景色が見られる。全ての洞窟
には寝室が1室または2室、キッチン、バスルーム、広いリ

ビングがある。暖炉、テレビ、
電話、バーベキュー、セント
ラルヒーティングが設置され
ている。宿泊者はプール、無
料駐車場、バル、レストランを
利用することができる。

クエバス・アル・ハティブ

　アル・ハティブ洞窟ホ
テルはロハ生まれのイ
スラム教徒の学者イブン
・アル＝ハティブにちな
んで名付けられた。素晴
らしい3つの自然公園（
バサ山脈、カストリル山  
脈、カソルラ山脈）に囲ま
れている、オリジナルな
田舎の観光の地となっ
ている。
　6つのそれぞれ異なる
広さ（2～10人収容）の
洞窟住居がある。暖炉つ

きのダイニングリビング、テレビ、暖炉用の薪、調理用具
つきのキッチン、バスルーム、インターネット接続が完備
されている。
　総合宿泊施設はマッサージ・エステ室、、休憩室、日
焼けサロンの中庭を備えるアンダルシーのハンマム（ア

ラブ浴場）や、周囲
を一望できるテラ
スのあるレストラン
があり、敷地内の畑
でとれる野菜を使
った美味しい料理
が味わえる。テテリ
ア（アラブ喫茶店）
は1日中開いており、
子供たちの楽しめ
る洞窟（モグラの家
という洞窟）もある。
ゆっくりできる回廊
もあり、夏には溜め
池のプールで泳ぐこ
とができる。

Casas cueva japones 2005 21/1/08, 08:3622-23



Cuevas El Río de Baza Cuevas Alcobasアパートメントホテルクエバス・エル・リオ・デ・バサ

　バサの貴婦人というイベロ
時代の貴重な像が発掘され
た考古学遺跡から300ｍのと
ころにあり、ゆっくり休養でき
る地である。設備の整った、広
い、明るい洞窟住居が10軒
ある。年中住居内の気温は一
定に保たれている。それぞれ
の洞窟住居には2～4室の寝

室があり、キッチン、バ
スルーム、暖炉付きダイ
ニング、テレビが完備さ
れている。テラス付きの
住居もあり、施設には
バーベキューやプール
もある。

クエバス・アルコバス

　近年修復された家 
で、この2軒の独特な洞
窟住居はバサから10分
たらずのところにある。
快適にされた昔風の家
は居心地もよく、静かに
ゆっくり休養できるとこ
ろである。大きいほうの
洞窟住居は10～14人

収容でき、家族や友達のグ
ループに適している。寝室
が6室、バスルームが2室、
食器棚付きのキッチン、リ
ビングが2室（1室は暖炉
付き）、ダイニング、ロフト付
きのアラブ風の部屋、果実
の木の植えられた庭があ
る。もう一つの洞窟住居は
2-3人用で、寝室が1室、バスルーム、暖炉付きのリビン

グキッチン、テラス、庭がある。
2軒ともテレビ、DVDが完備さ
れている。

田舎の家

宿泊施設
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Cuevas La Granja

Cueva de la Alhanda

アパートメントホテルクエバス・ラ・グランハ

　べナルーアの村から
数キロのところにある素
晴らしい地にあるクエバ
ス・ラ・グランハは11軒
の洞窟住居の総合宿泊
施設である。100年代昔
の農場にあった洞窟が
修復されたものである
が、床、ふち、戸棚、内部
の装飾は当時のままで
ある。自然に囲まれる地

にあり、ゆっくり休憩、リラックスできる。それぞれの洞窟
住居には調理用具付きのキッチ
ン、テレビと暖炉付きのリビング、
１～3室の寝室、バスルーム、セ
ントラルヒーティング、給湯シス
テム、空調機が完備されている。
宿泊施設にはフロント、プール、
図書館、土産物屋、バーベキュ
ー、駐車場がある。

クエバ・ラ・アランダ
田舎の家の観光宿泊施設

　ベナマウレルにあ    
り、グラナダ県でももっ
とも古い洞窟群（アファ
ス・デ・アリーバ、12世
紀のアルモアデ族のも
の）がある地である。こ
の伝統的な洞窟住居
は６人収容でき、周辺
には素晴らしい自然の
風景が眺められる。交
通の便もよい（高速道

路A-92を通っ
て、バサでわき
道に入る）。洞
窟住居の外には
テラス、駐車場があり、内部には暖炉、キ
ッチン、ダイニング、暖炉の用の薪、電子レ
ンジ、リビング、テレビ
が完備されている。

宿泊施設
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Cuevas Paloma Complejo El Lagoアパートメントホテル アパートメントホテルクエバス・パロマ

　この小さな宿泊施設
は４つの洞窟住居から
なる。（それぞれの洞窟
には名前が付けられて
いる。『エル・ルビオ』、『
ティオ・マウリシオ』、『エ
ル・ボルンタリオ』、『ロス
・マセ』）それぞれ大き
さや間取りは異なる。（
6-10人収容できる）ベ
ナマウレルとカスティジ

ェハルの間の道路に位置する。ロス・カリオネスという名
で知られる地である。バスルーム、暖炉、調理用具付き
のキッチンが完備されている。

　７つの独立した洞
窟住居からなる総合
宿泊施設である。そ
れぞれ3～4人収容
でき、入り口には広い
駐車場がある。冬は
暖かく、夏は涼しく、と
ても快適で設備も整
っている。洞窟には
バスルーム、暖炉、キ
ッチン、ランドリーサ
ービス、テレビが完
備され、地元の工芸
品を買うこともできる。洞窟住居の1軒はバリアフリーに
なっている。
　施設内には面積1725平方メートル、容積3500リッ
トルのグアルダル川からの水を利用したきれいな透き
通った水の人口池がありプールとして利用される。池の
中央には噴水があり、池の形はカーブ状になっており、
斜面は穏やかになっている。とても大きな池である。そ
の他、レストラン、キャンプ場、子供用の公園、バーベキ
ュー施設、駐車場、野外劇場があり、色々な催しが行
われる。

宿泊施設

総合宿泊施設エル・ラゴ
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Cueva del Torreón Cuevas La Tejaアパートメントホテル田舎の家クエバ・デル・トレオン

　カスティジェハルから8ｋ
ｍのグアダル川のそばに位
置する。敷地は3000平方メ
ートルあり、クエバ・デル・ト
レオンとエル・トレオン（家）

の2つの宿泊施設に分かれている。大きな庭があり、部
屋は広く、設備は整っている。キッチン、テレビ、バスルー
ム、暖炉、薪のストーブ付きのリビングがある。
　田舎の地にあり、この洞窟はバケーションにもってこ
いの地である。自然がたくさんあり、ハイキング、マウンテ
ンバイク、釣り、乗馬が楽しめる。

クエバス・ラ・テハ

　
　カソルラ山脈の南に
あり、美しい4つのダム（
ボレラ、ポルティージョ、
サン・クレメンテ、ネグラ
ティン）に囲まれている。
修復された新しい総合
宿泊施設である。
　9つの設備の整った

洞窟住居があり、田舎風の装飾
が施されている。暖炉、バスルー
ム、調理用具付きのキッチン、給
湯システム、テレビ、プール、バー
べキュー、駐車場、テラスが完備
されてある。
　クエバス・ラ・テハでは色んな
楽しみ方ができる。カソルラ、カス
トリル、バサの山脈の自然公園
ではハイキングができ、スハルの
温泉に入ったり、オルセ、ウエス
カル、ガレラの文化遺産を見学
することができる。

宿泊施設
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Cueva del Nieto Adrián Cueva Kadiga

Cueva de Pepe

Cueva Uropía

田舎の家の観光宿泊施設 田舎の家の観光宿泊施設

田舎の家の観光宿泊施設

田舎の家の観光宿泊施設

宿泊施設

クエバ・デル・ニエト・アドリアン

　素晴らしい渓谷のそばのコルテス・グラエナの地にあ
る。典型的な洞窟住居が田舎の宿へと姿を変えられた。
テレビ、調理用具付きのキッチンが完備されている。

クエバ・デ・ペペ

　クエバ・デ・ペペはバニョス・デ・グラエナに位置し、コ
ルテス・グラエナのふもと、シエラ・ネバダ山脈の西のバ
ジェ・デル・ファルデスにある。この宿は伝統的な洞窟と
はまったく異なり、リフォームされ快適に過ごせるように
なっている。テレビ付きダイニングリビング、調理用具付
きキッチン（暖炉付き）、バスルーム、給湯、3室の寝室、
入り口には駐車場がある。

クエバ・カディガ

　伝統的なつくりを失わないように修復された洞窟であ
る。クエバ・カディガは8～10人収容できる。バスルーム、

調理用具付きキッチン、
給湯、ダブルルームの
寝室、薪、バーベキュー
が完備されている。コ
ルテス・グラエナやフラ

ンシスコ・アベジャンの池が
近くにある。

クエバ・ウロピーア

　コルテス・グラエナの中心部にクエバ・ウロピーアが
ある。駐車場、バスルーム、寝室、テレビ、暖炉、調理用
具付きキッチンが完備されている。
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Cueva Zaida Cuevas Tor-Es 2000

Cueva Zoraida

田舎の家
田舎の家の観光宿泊施設

田舎の家の観光宿泊施設

宿泊施設

クエバ・サイダ

　クエバ・サイダは
4～6人収容でき 
る。給湯、バスルー
ム、台所、洗濯機、
オーブン、電磁調
理器、トースター、
コーヒーメーカー、
テレビ、ダブルルー
ムの寝室が完備さ
れている。遺跡の町グアディクスが近くにあり、プエルト
・デ・ラ・ラグーア（峠）ではスキーをすることもできる。

 

クエバ・ソライダ

　グラナダ県のコルテス・グラエナに位置するクエバ・ソ
ライダは10～13人収容できる。バサ山脈、ウエトル山

脈、シエラ・ネバダの国立
公園が数キロメートルの
ところにある。ダブルルー
ムの寝室、バスルーム、給
湯、調理用具付きのキッ
チンが完備されている。

クエバス・トル-エス　2000

　グラナダ県のデエ
サス・デ・グアディクス
にあり、セロ・デル・レ
ロー（丘）やネグラテ
ィンのダムがすぐ近く
にある。この洞窟には
10人収容でき、テレ
ビ付きのリビングが
2室、調理用具付き
のキッチン、バスルー  
ム、暖炉、薪、5台分
の駐車場がある。
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Cuevas Medinaceli Casas-Cuevaアパートメントホテル アパートメントホテル

宿泊施設

クエバス・メディナセリ

　高い山の荒野に囲
まれ、近くにはウエト
ル山脈、バサ山脈の
自然公園、シエラ・ネ
バダの国立公園があ  
る。フォネラスの地に
位置し、16世紀の洞
窟が田舎のアパート

ホテルに修復されている。寝
室、リビング、ダイニング、キッ
チン、バスルームがあり、快適
な滞在ができる。（暖炉、テレ
ビ、暖房、シーツ、タオル、給湯
が完備されている。）外部に
は典型的な広場があり、バー
ベキュー施設、駐車場がある

。グラエナの温泉（車で
10分）やアリクン（35分
）がすぐ近くにある。

カサス・クエバ

　1996年にアンダル
シア観光賞、2001年
に商工会議所賞を受
賞したカサス・クエバは
グラナダ県の北東のガ
レラに発掘された。ガ
レラは歴史や文化の
ある小さな村である。
全部で24の洞窟住居

がありそれぞれ1～4室の寝室があり、2～8人収容でき  
る。暖炉（薪も用意してある）付きのダイニングリビング、
食器付きのキッチン、バスルーム、給湯システムが完備さ
れている。快適でサービスも充実している。伝統的な内
装ではあるが、近代的な生活ができる。
　あらゆるスポーツやパラグライダー、ハンググライダ 
ー、狩、釣りなどの野外活動ができる自然に囲まれた場
所である。
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Cuevas La Pisá del Moro Cueva La Moradaアパートメントホテル 田舎の家

宿泊施設

クエバス・ラ・ピサ・デル・モーロ

　近年修復された洞窟で、
典型的な田舎の様式をし
ている。宿泊施設は5つの
独特な建築様式を持つ洞
窟からなる。洞窟は全て
設備が整えてあり、薪の暖 
炉、バスルーム、調理用具
付きキッチン、洗濯機、テレ
ビ、各自の駐車場、バリア
フリーの通路が完備され
ている。入り口のポーチか
らはガレラの洞窟のある
村を眺めることができる。
バサ山脈、カストリル山脈

の自然公園の周りの渓谷に位置する。
　カスティジョン・アルトの考古学遺跡の発掘地や有
名なオルセの考古学、古生物学博物館を訪れることが
できる。また、近くには温水のでる自然のプールで泳ぐ
ことができる。

クエバ・ラ・モラダ

　観光プロジェクトにより、4つの洞窟が修復されたも
のである。ガレラの中心部から歩いて5分、村の素晴ら
しい地区のひとつであるサン・イシドロ地区にある。
　クエバ・ラ・モラダ洞窟住居は伝統的な洞窟であ   
り、環境にやさしいエコロジーの資材を使ってつくられ
ており、現代生活の快適さも備えられている。内部は明

るく、キッチン、バス
ルーム、暖炉付きリ
ビングがある。ラ・モ
ラダでは田舎の家
にいるような感じで
静かにゆっくり過ご
すことができる。
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Alojamiento Rural Victoria

Cuevas El Pata Seca

田舎の家

田舎の家の観光宿泊施設

宿泊施設

アロハミエント・ルラル・ビクトリア

　この9軒の洞窟住居はガレラのふもと、コルティホ・デ
・クーラ（カスティジェハルとウエスカルの間）と呼ばれ
るところにある。昔の洞
窟住居の趣を残しながら
も近代的な設備やサー
ビスを備えている。駐車
場、バーベキュー、薪の
オーブン、子供たちの遊
べる広場があり、自転車
で散歩することもできる。
調理用具付きのキッチン、
テレビ、毛布、タオルなど
も用意されている。ガレラ
までは3kmで、多くの遺
跡や考古学遺跡を見学
することができる。

クエバス・エル・パタ・セカ

　クエバス・エル・パ
タ・セカはゴラフェと
いうグラナダの北部
にある小さな洞窟住
居の村にある。谷間、
渓谷、丘のある荒野
に囲まれた壮観な景
色の中にある。ゴラフ
ェの村には巨石遺構
公園があり、スペイン
でもっとも大きな巨
石時代の墓地がある。
　田舎風の装飾が施されているが現代生活の快適さ
も備えた質の高い洞窟住居である。電気、給湯、寝室
が1～3室、暖炉付きのリビング、キッチン、バスルーム
があり、家具もすべて備えられている。
　アリクンの温泉場が数キロのところにあり、自然の
温泉でリラックスすることができ、セロ・ハバルコン（丘
）ではパラグライダー、ハンググライダーをする場所が
あり、ネグラティンのダムでは釣りをすることもできる。
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Cuevas El Abanico Cuevas Pedro A. de Alarcónアパートメントホテル アパートメントホテル

宿泊施設

クエバス・エル・アバニコ

　グラナダのサク
ロモンテ地区の真
ん中にある、趣きぶ
かい洞窟住居であ
る。フラメンコやサ
ンブラの素晴らし
いショーの行われ
る地であり、世界
人類遺産の素晴ら
しいアルハンブラ
宮殿とヘネラリフェ
が近くにある。
　古い洞窟はリフ
ォームされ、快適
な質の高い設備も

整えられている。（給湯、ストーブ、バスルーム、リビング、調
理用具付きのキッチン、家具、食器類も備えられている。）
田舎風の装飾が施されてあり、快適である。年中を通して
気温が保たれており（17℃くらい）夏は涼しく、冬は暖か
い。テラス、庭もある。周辺の通りは歩行者道となっている
ため静かな場所である。

クエバス・ペドロ・アントニオ・デ・アラルコン

　赤土と石灰の白色、
丘に突き出る煙突、グ
アディクスの町のパノラ
マ、シエラ・ネバダの背
景がそろう絵のような
地である。すべての洞
窟住居は暖房、給湯シ
ステム、テレビ、電話、
キッチン、バスルーム、
入り口前には個別のバ
ーベキュー付きの広場
があり、駐車場が完備されている。二人用のジャクジー
付きの快適なスイートルームもあり、プール、レストランも
ある。いろいろなルートのハイキングや、マウンテンバイク

や馬にのって周辺を探索する
ことができる。登山やスキーも
できるところが近くにある。
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Cueva de María Cuevas Tajo del Polloアパートメントホテル 田舎の家

宿泊施設

クエバ・デ・マリア

　3軒の洞窟住居はグアデ
ィクスのラ・アルカサバ陶器
製作所・洞窟博物館とグア
ディクス民族洞窟博物館の
横に位置する。それぞれ6人
収容できる洞窟住居があ 

る。寝室が3室、ダイニングリビング、調理用具付きのキ
ッチン、バスルーム、バーベキュー、屋外の広場がある。
グアディクスの歴史地区にある、カテドラル、国家遺産
に指定されているアルカサバ、素晴らしいパラシオ・デ
・ロス・ペニャフロール（宮殿）の見所が近くにある。

クエバス・タホ・デル・ポジョ

　バレルダ（グアディクスのふ
もと）に位置する修復された
広い洞窟住居であり、二つの
洞窟がつなげられている。そ
れぞれ4人ずつ収容でき、バ
ーベキュー、暖炉、テレビ、冷
蔵庫、洗濯機、バスルームが
完備されている。部屋数は全
部で7部屋である。そのうち
4室が寝室である。ダブルルー

ムが1室、シングルベッドが2台ある部屋が3室ある。基
本的には2つの独立した洞窟であるがグループなどで
一緒に2つ使うことができる。ポーチ、テラス、プールは
共同のもので、洞窟住居へのアクセスも容易である。
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Cuevas La Atalaya

Cueva El Sillero

アパートメントホテル

田舎の家の観光宿泊施設

宿泊施設

クエバ・エル・シジェロ

　素晴らしい地に
ある典型的な洞窟
であり、周辺には
遺跡や自然もあり
休日を過ごすには
もってこいの場所
である。クエバ・エ
ル・シジェロには
駐車場、テレビ、調理用具付きのキッチン、伝統的な

暖炉、バーベキュ
ーが完備されてい
る。このグラナダ
県の地を利用して
原始時代の人々
が安全な避難地
として掘った洞窟
である。

クエバス・ラ・アタラジャ

　シエラ・デ・ラ・サグラ
（山脈）のふもとのグ
ラナダ県ウエスカルに
掘られた洞窟である。
近くには文化遺産も
多くある。（サンタ・マ
リア司教座教会、パネ
ルバ・セラーノの家、バ
ルバコアの洞窟、ベン
タナルの洞窟、ルエダ
の洞窟、アルテサの洞
窟、コルニサの洞窟など）高速道路A-92とA-330で結
ばれ交通の便も良い。ウォータースポーツや色々な活
動ができる。そして自然の洞窟も多くあるため洞窟が

好きな人にとってはうれしい
地である。
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Cuevas de Orce Cuevas Olmosアパートメントホテル アパートメントホテル

宿泊施設

クエバス・デ・オルセ

　クエバス・デ・オルセ
総合宿泊施設は14世
紀の後半から使われて
いた古い洞窟住居地区
にあり、1960、70年代
に廃墟となった洞窟を
修復したものである。グ
ラナダ県のオルセから
500メートルのところに
あり、高速道路A-92が
すぐ近くに通っている。

自然公園（カストリル、バサ山脈）に囲まれ、泉、池、サグ
ラ山脈が近くにある。
　伝統的な建築を最大限に利用している。20軒の洞窟
住居は快適で現代的なデザインをしている。それぞれ
1～3室の寝室があり（クローゼット付き）、電気コンロ、
リビングダイニング、テレビ、バスルーム（シャワーまたは
バスタブ付き）がある。快適な滞在ができるようサービ
スも充実している。フロント、ランドリーサービス、バーベ
キュー、駐車場、観光案内、インターネット接続も完備
してある。

クエバス・オルモス

　オジャ・デ・グアディ
クスのプルジェーナに
位置する。オルモの洞
窟へは50km、グラナ
ダまで70km、シエラ・
ネバダスキー場までた
った3km、グラエナの
温泉場はすぐ近くにあ
る。自然に囲まれ、美

しい景色がみられ、植物もたくさんある。フランシスコ・
アベジャンでは釣り、アーチェリーもできる。庶民的な
市場では陶器のようなグラナダの工芸品を買うことも
できる。
　洞窟住居には暖炉付きリビング、テレビ、ソファー、テ
ーブルクロス、電気コンロ、電子レンジ、冷蔵庫、調理用
具付きのキッチン、ダブルルームの寝室、バスルーム、
給湯、セントラルヒーティング（内部は常に20ºCくらい
である）が完備されてある。
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