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「建築と泊」

■ 2 ：構想から完成までの軌跡
髙井 幸運なことに、良い土地が見つかって
建築家探しを始めました。最初はどこで探せ
ばいいか全く分からず路頭に迷っていました

U-35委員会企画

talk baton 16

ゲスト
ゲストハウス Ko kuu
経営者
髙井良知 氏

が、建築家の仲介サービスにお願いをして 3

地元高野山でゲストハ
ウスを経営。ロンドンで
の海 外生活やインドの
放浪旅を経て今に至る。
家系は真言宗の僧侶。

ルファヴィルの竹口さんがいました。他の 2

活動報告

人の建築家の方を紹介してもらいました。そ
の中に実際に設計をお願いすることになるア
人は民家のリノベーションを提案してもらい
ましたが、高野山という長い歴史を持ってい
る土地でリノベーションをしてもインパクト
が弱いと思い、新築で何か高野山の新しいラ

大阪から車で約 2 時間、真言宗の総本山高野

ンドマークとなるような建築を提案してくれ

talkbaton とは…

山の奥の院にほど近い場所にあるゲストハウ

たアルファヴィルに決めることにしました。

若手プラットフォームづくりの活動の一環と

ス「Kokuu」
。今回のトークバトンは実際に高

実際に設計をスタートしてしばらく経って、

して、建築を取り巻く他分野のゲストがトー

野山を観光し、ゲストハウスで一泊したのち

2011年の東日本大震災が起きました。その影

クのバトンを繋げていくコミュニケーション

に開催。高野山という特殊な場所でゲストハ

響で観光客自体も激減したため、 1 年ほど事

トークイベントです。

ウスを運営する髙井氏に近年の宿泊業界の状

業をストップさせていました。建築材料も人

建築をフィールドとする私たちと毎回のゲス

況も踏まえ、時系列に沿って 5 つのセクショ

手もないような状況で、本当に完成できるの

トとの対話を通じて、建築が本来持っている

ンに分けて話を伺った。

か不安でしたが、そういった状況を逆手に取

多様性やバイタリティを見つめ直し、これか

■ 1 ：ゲストハウスへの着想
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想像以上に周辺の住宅とスケールが溶け込んだ
ゲストハウス

独特の雰囲気を持つ「奥の院」
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うので、そうしたニーズも大切にするべきだ

泊まり一泊ゲストハウスで過ごすという感じ

帯のゲストハウスを圧迫してきている状況も

と考えています。

に上手く協働、共生できています。

あります。チェーン展開している事業者には

質問 世界遺産に登録されることで観光客で

質問 海外向けのHPやサイトを出していたり

個人経営のゲストハウスは太刀打ちができな

溢れて景観や風紀が乱れる観光地も多くある

するのですか。

いためゲストハウス側が価格を下げる必要が

が、高野山はそういった印象がない。それは

髙井 サイトは出していませんが、できた当

あり、京都などの都会の観光地では厳しい状

なぜだと思いますか。

時にロンリープラネットという海外の観光

況が続いています。
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ブックに掲載させてもらったことの影響が大

しかし、高野山では土地の管理を金剛峯寺が

る観光客も少なくなっているのではないかと
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■ 4 ：変化する宿泊業界・変化しない高野山
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■ 5 ：今後の宿泊業界についての展望
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自体もそれに合わせて色々と変化している部

（文責：粉川）

＋ホテル」という形でブームになっています。
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普通のホテルでも共用スペースやライフスタ
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イル型のホテルが多くなってきていると感じ
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talkbaton 16 を終えて
長年ゲストハウスを経営してきた髙井氏
の経験や知見を共有できたことで、我々
設計者が考えるべき視点を増やすことが
でき、非常に有意義な時間を過ごすこと
ができました。

2×4の角材が連続した内部空間・朝には日差
も差し込む

雲海などの雄大な自然を体験できることも魅
力の一つ

対 談 日：2019.09.29
場
所：高野山大学（高野山町）
モデレーター：粉川壮一郎
（安井建築設計事務所）
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