
 

 
 

認定基準の各項目に係る農林水産業システムの説明                

 

１ 世界及び日本においての重要性 

本システムは、物資調達が困難な「山上の聖地 高野山※１」において、度重なる

火災を乗り越え、100 を超える木造寺院を維持し続けてきた森林育成・山地利用の仕

組である「高野六木制度」と、平地の少なさを乗り越え、高野山とともに発展して

きた花園地域の「傾斜地を利用した仏花栽培」、清水地域の「棚田の畦畔の農地利

用による多様な植物の育成・栽培」を核とした持続的農林業システムである。 
 

※１：空海が高野山真言宗の修業の場として開いた「町全体」を指す用語。土砂の堆積に
よる広大な盆地状の平坦地（標高 800m、東西 4km×南北 3km）に形成。 

 

 

 

図１-1 高野・花園・清水地域 

図 1-２ 本システムの概要図 
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816 年、空海により開創された「聖地 高野山」は日本人の魂のふるさととして多

くの参拝者・観光客を集めており、2004 年には「紀伊山地の霊場と参詣道」として

世界遺産登録されているが、この発展を木造寺院の建築用材の供給面において支え

てきたのが、本システムにおける高野六木制度である。 
 

なお、高野山の教えは、有田川沿いに続く花園・清水地域に伝わり、人々の心の

支えとなるとともに、有田川沿いには参詣道（有田道）が発達し、集落が栄えた。 

高野山は、花園・清水地域をはじめとする周辺地域（領地）において新田開発な

どを行ったが、花園・清水地域は平地が少なく「農業・林業」のみでは生計の維持

が困難であった。 

そこで、花園・清水地域では、多くの僧侶が生活し、参拝者・観光客が集まる「宗

教都市 高野山」の需要に支えられた仏花栽培や畦畔での多様な植物の育成・栽培に

より収益を確保し、集落を発展させてきた。 

このように、本システムは高野山の維持のみならず、花園・清水地域も含めた有

田川上流域全体の暮らしを発展させてきた独自の農林業システムである。 
 

高野六木制度による「持続可能な森林の経営」(SDGs Goal15)や、畦畔を利用した

自生植物を含む多様な植物の育成による「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利

用の促進」(SDGs Goal15)・「持続可能な農業」(SDGs Goal2)に資する本システムは、

山間地域における持続可能な農林業の達成に貢献するものである。 

 

（１）木造寺院の建築・修繕用材の永続的な自給を可能にする高野六木制度 

100 を超える木造寺院※２を有する「高野山」において、寺院の建築・修繕用材

の永続的な自給を可能にしているのが高野六木制度である。 

※２：現在では 117 寺院が存在。最も多いときで約 2,000 寺院が存在。明治政府によ
る神仏分離政策や上知令（寺領の返納）等による減少を経て、現在に至る。 

 

物資調達が困難な山上の地である「高野山」では、周囲の森林から建築用材を

調達し、寺院を建築・修繕してきた。 

なお、高所にある高野山は、落雷による火災に幾度となく見舞われており、「火

事と再建の繰り返し」の歴史を持つ。 

994 年には総本堂が全焼する大火災が発生したが、その再建にあたっては、「皆

伐」（かいばつ・面的な一斉伐採）が行われ、森林が著しく荒廃した。 

以降も度重なる大火に見舞われた高野山では、「持続的な森林育成・管理」の

仕組である高野六木制度を次第に確立していった。 
 

高野六木制度では、建築用材として特に有用性の高い 6種の針葉樹「スギ、ヒ

ノキ、コウヤマキ、モミ、ツガ、アカマツ」について、寺院の建築・修繕以外で

の伐採を禁じている。 
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また、その伐採にあたっては、必要となる樹を全山から選び出し、その樹のみ

を抜き切りする「択伐」（たくばつ）を行うとともに、択伐跡地への苗木の補植や

天然下種更新（自生の芽生えの育成による更新）により、森林を更新している。 
 

近年の寺院修繕においては、大径木（直径の大きな材木）を中心に、輸入に頼ら

ざるを得ない状況にあるが、高野山では高野六木制度により高い木材自給率を維

持している。 
 

・2015 年の「壇上伽藍 中門」再建に用いられた大径木は、全て高野六木制度で育
成されたヒノキ。 

・再建に用いられた用材全体に占める「高野六木制度で育成された木材」の割合は
7 割以上。 

・中大径木を必要としない部材には、高野地域のスギ・ケヤキを使用。 
 

なお、高野山の寺院は「経済基盤としての人工林」を育成しているが、高野六

木制度をもとにした「択伐を主体とした長伐期施業」（約 80 年以上。標準伐期の約 2

倍）により、水源涵養機能、土砂災害防止機能及び生物多様性を維持しながら、

大径木を生産している。 
 

また、高野山では「総本山金剛峯寺山林部」（1920 年）と、その方針の下で施業

を行う「高野山寺領森林組合」（1952 年）を組織することで、安定的な森林管理体

制を構築している。 
 

これら独自の森林育成による「多種類の針葉樹から構成され、長年にわたり保

全されてきた森林」は、有田川の水源を涵養するとともに、多種多様な動植物の

ヒノキ                コウヤマキ               スギ             

アカマツ                 モミ                  ツガ 
写真１-1  高野六木制度により選択的に育成される針葉樹 

 出典：高野山真言宗総本山金剛峯寺ＨＰ 
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生息・生育場所となっている。 

加えて、高野六木の森は、「聖地 高野山」に欠かせないものであり、世界遺産

「紀伊山地の霊場と参詣道」における文化的景観としても評価されている。 

 

高野六木制度は、SDGs が掲げる「持続可能な森林の経営、土地の劣化の阻止・

回復及び生物多様性の損失の阻止」（SDGs Goal15）の達成に貢献する、持続的な森

林育成・利用の仕組みである。 

 

高野六木制度の独自性 

寺院・神社が森林を所有し、寺社の建築・修繕用木材を調達することは、

他地域でもみられるものであるが、 

１）森林育成・利用に関する詳細・明確なルールを設けていること 

２）周辺の森林からの用材自給を、長い歴史の中で維持していること 

３）森林育成・管理のための専門的な組織を立ち上げていること 

において、本システムには独自性がある。 
 

海外との比較においては、 

ネパール ：用材自給は行われていない 

ミャンマー：国（森林局）より用材が供給（森林の国有化） 

となっている。   

 

１）森林育成・利用に関する詳細・明確なルールの設定 

用材確保のため、寺社が所有林の伐採に制限をかけるケースはいく

つかみられるが、伐採を制限する樹種について明確な規定を設けてい

る場合は少ない。 

（規定はないものの、主として建築用材となる「スギ・ヒノキ」の伐採を制限。） 
       

一方、「高野六木制度」では、樹種を明確に規定していることに加え、

御札(おふだ)の材料ともなる「モミ、ツガ」や、樹皮が縄に、切り枝

が仏花となる「コウヤマキ」など、多様な用途を見越した樹種選定を

行っている点において特徴がある。 
 

また、大火からの復興事業として、長和年間（1011-1015 年）に行わ

れた「ヒノキ苗の植栽」※を契機とし、次第に確立していった森林育

成の仕組みを、「高野六木制度」として明確に制度化した点も、他に類

をみない特徴である。 

※我が国において記録が残る最古の森林政策としての造林事業 
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２）周辺の森林からの用材自給の継続 

本システムは、「長い歴史のなかで用材自給の営みを継続している」

点において特徴がある。 
 

例えば、伊勢神宮（三重県）では、周辺に広がる森林を「宮域林(き

ゅういきりん)」として管理し、式年遷宮（原則 20 年ごとの建て替え）で

必要となる木材を調達してきたが、次第に良質なヒノキが採れなくな

ったことから、鎌倉時代後期からは近隣や美濃（岐阜県南部）の森林か

ら、江戸時代中期からは木曽（長野県）の森林から、木材を供給して

いる。 
 

比叡山延暦寺（滋賀県）では、その周辺に広大な森林が広がるが、現

在では、寺院の建築・修繕用材の自給は行われていない。 
 

一方、高野山では、度重なる火災や社会情勢の変化※などを乗り越

え、周辺の森林からの用材自給を継続している。 

※明治政府による森林没収や、戦後の「社寺保管林制度（社寺に立木の分

収（国 1/2、社寺 1/2）を認める制度）の廃止」等。 

 

         ３）森林育成・管理のための専門組織を立ち上げていること 

組合員が寺社のみであり、寺社林を専門的に管理することを目的と

した森林組合は、「高野山寺領森林組合」と比叡山延暦寺の「坂本森林

組合」のみである。 
 

なお、森林組合ではなく、「林業部署」（作業班）を編成している寺

社も存在するが（伊勢神宮、福岡県 護国神社など）、その数は多くない。 
 

本システムは、森林育成・管理方針を定める「総本山金剛峯寺山林

部」と、専門的な施業を行う「高野山寺領森林組合」を組織すること

で「高野六木制度」を維持している点において特徴がある。 
       

（補足） 

鎮守の森との区別 

神社周辺で維持されている「鎮守の森」は、信仰の対象となる森（神

が鎮座する森）であり、用材調達のために管理される森林とは区別される。 
 

海外との比較 

ネパールでは、レンガと木材による寺院が建造されているが、現在、

その修復に必要となる良質な木材が不足しており、本システムにみら

れる用材自給は困難となっている。 
 

ミャンマーでは、文化遺産（木造建築）の修理用材が森林局から供給
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（森林の国有化）されており、用材自給は行われていない。 
 

ブータンでは、全ての森林が国有化されており、国土の 70％以上を

森林として保全することが憲法で定められている。 
 

地域住民による伝統的な森林利用の権利は認められているが、「寺

院による森林資源の利用」については、今後、調査を実施する。 

      

（２）高野山の需要に支えられた「傾斜地での仏花栽培」や「棚田の畦畔での有用

植物の育成・栽培」による平地の少なさの克服 

有田川を通じ、高野地域に続く花園・清水地域では、農業・林業（用材生産）

を主業としつつ、傾斜地や棚田の畦畔において高野山の需要に支えられた多様な

農林産物を生産することで、平地の少なさを克服してきた。 
 

花園地域では、有田川沿いに広がる傾斜地においてコウヤマキ・シキミなどの

仏花を栽培し、高野山に供給することで集落を発展させており、その歴史が地名

の由来となっている。 
 

清水地域は、棚田の畦畔を「農地」として利用することで、多様な植物を育成・

栽培してきた。 

こうして栽培された様々な農産物は、多様なニーズを持つ高野山にも供給され

ており、現在、日本一の生産量を誇る｢山椒｣についても、その起源には｢高野山の

需要｣が関与している。 
 

畦畔等で栽培されてきた山椒は、平安時代には漢方薬として用いられ（延喜式）、

鎌倉時代からは香辛料としても高野山に供給されてきた（高野山文書）。 

また、江戸時代には、大粒・肉厚で香りが強い｢ぶどう山椒｣が清水地域で見出

されているが、山椒は収穫物が軽量であり、高齢者でも容易に収穫できることか

ら、近年では棚田での栽培（水稲からの品目転換）も進んでいる。 
 

このように清水地域では、「畦畔における多様な植物の育成・栽培」を基に、

時代のニーズに合う植物の栽培を拡大させ、集落を発展させてきた。 

 

花園・清水地域では、限られた土地を最大限に利用し、高野山の需要にも支え

られた農林産物を生産することで、生活を維持・発展させてきた。 

 

（３）「高野山への信仰」を背景に築かれた農林業システム 

高野・花園・清水地域は、高野地域の森林に源を発する「有田川」、高野山へ

の参詣道「有田道」及び「高野山への信仰」で互いに結ばれており、高野山の教

えは、日々の暮らしの精神的な支えとなっている。 
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なお、花園・清水地域はかつての高野山の領地であり、農業の発展（特に田畑

の開墾）には高野山が大きく関与している。 
 

 

・空海は、中国より農業土木技術を導入。 
・年貢の増収のため、高野山は、領地内の農地開墾に積極的に関与。 

根拠文献：高野山春秋 
・阿弖河荘（あてがわのしょう。現在の花園地域の一部と清水地域の全域）の新開（開

拓）は、高野山座主（首席の僧）仕丁（従事者）の業績なり（50 頁） 
 

・天慶六年（943 年）夏、高野山の寺主（寺寺院内の事務を管轄。）・仲応が、阿弖
河荘の田畑を開耕せしむ（50 頁） 

 

・天慶八年（945 年）、阿弖河荘の新開より、始めて米を収納せしむ。（中略）執
行（諸務を行う僧の中の上首）寺主の仲応の功業なり（51 頁） 

 

また、高野山にとって林業は、生業としてだけでなく、「いのちあるものが

共にたすけ合う」という共利群生（きょうりぐんじょう）の教えを体現する活動

となっている。 

当地域の住民は、ほぼ全員が高野山真言宗徒であり、豊作を高野山に祈念・感

謝する「御田」など、高野山の影響を受けた農耕祭事が生まれている。 
 

このように本システムは、高野山への信仰を背景として発展してきた、独自の

農林業システムである。 

 

（４）高野・花園・清水地域の結びつき 

花園・清水地域の人々は、生活者の多くが僧侶であり、労働力が不足しがちな「高

野山の林業」（高野六木制度）を、「農閑期等の林業従事」により支え、”修業の場”

として農作物・花木の生産を禁じてきた「高野山の生活・信仰」を、「食料・仏花

供給」により支えてきた。 
 

花園・清水地域の人々は、高野山真言宗を信仰することで、「日々、つつがなく

暮らせる」という精神的な支えを得てきたが、このことは大きな恩恵であり、「従

属的な支え合いの関係」とはなってこなかった。 
 

花園・清水地域の人々は、「農林業の営み」において高野山と関与し合い、本シ

ステムを構築・維持することで、暮らしを豊かにするとともに、「宗教都市 高野山」

の発展を支えてきた。 
 

高野六木制度 

生活者の多くが僧侶であり、「女人禁制の地」（＝出生率ゼロ）（816～1906

年）として労働力の自給が困難であった高野山において、「高野六木制度の維

持」を支えてきたのが、花園・清水地域の人々の林業従事である。 
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花園・清水地域の人々にとって、林業は慣れ親しんだ生業であり（農業と

林業の複合経営）、高野山での林業従事は、農閑期等における貴重な収入源と

なってきた。 
     

平安～大正時代の林業従事者数については記録がなく、詳細は不明である

が、記録の残る昭和 21年以降では、「金剛峯寺山林部・高野山寺領森林組合 

従業員」計 91 名のうち、６名が花園・清水地域の住民である。 
 

加えて、花園・清水地域の多くの人々が、「農閑期等における臨時雇用者」

として高野山の林業に従事してきた。 
 

・雇用形態が「常勤」でないことから詳細は不明であるが、地元住民への

聞き取りでは、1960 年代で年間約 50～70 人の住民が、農閑期に高野地

域の林業に従事。 
 

・現在でも、花園・清水地域のベテラン林業者は、「トンビ（鳶口(とびぐ

ち)）と弁当一個で、高野山の森に上がった」経験を有す。 
 

なお、高野地域は、”超”大径木を育てる他に類をみない林業地域である

ため、当地で働く花園・清水の林業者は、高所作業（空師）や木挽き（材木か

ら板への加工）などの専門技術を習得してきた。 
 

その結果、花園・清水の林業者は、他地域からもその技術を請われる「職

人」となり、生計を確保してきた。 

・かつて、清水地域には他地域に比べ多くの「木挽き職人」が存在。 

（50～60 名） 
 

・これら職人は、高野山をはじめとする他地域の林業に従事していたと推察。 

             

傾斜地を利用した仏花栽培 

高野山は、「利潤の確保に繋がり、修業の場には相応しくない」として「果

樹・花木・竹・漆等の植栽を禁止」していることから、仏花を自給できない。 
 

そこで、花園地域では、空海による仏花「シキミ」の導入に端を発し、仏

花を栽培し、高野山に供給することで生計を確保し、高野山の信仰を支えて

きた。 
 

なお、仏花「コウヤマキ」の栽培においては、育苗を高野地域、栽培を高野・

花園地域で行うことで、安定的な栽培システムを構築している。 

 

畦畔を利用した多様な植物の育成・栽培 

平地の少ない清水地域では、畦畔を農地として利用することで生活を維持

してきたが、畦畔で得られた農作物は、「修業の地」として農作物の生産を
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禁じてきた高野山の生活をも支えてきた。 
 

畦畔で栽培された「コウゾ」は、高野山における雑紙の原料として、「山

椒」は漢方薬や高野山料理の食材として欠かせない役割を果たしてきた。 
 

一方、高野山は「一大消費地」として、畦畔の農地利用を支えてきた。 

     

高野山と花園・清水地域の関係 

高野山は、周辺に広がる領地から労働力・食料を確保してきたが、花園・

清水地域は広大な領地の一部であり、当地域がその全てを支えてきたわけで

はない。 
 

しかし、「高野六木制度」についてみると、領地北部の紀ノ川流域は林業

者が少ないことから（平野部が広がる農業地帯）、花園・清水地域の人々が重要

な役割を担ってきた。 
 

また、「仏花栽培」では、花園地域がその中心地域である。 
 

清水地域は、米に加え、畦畔の農地利用による多様な農作物を、「多様な

ニーズを持つ高野山」に供給することで生計を確保してきた。 
 

なお、高野山と花園・清水地域間の関わり合いは、単純な主従関係による

ものではなく、「信仰に基づく精神的な結びつき」によるものであり、「信仰

による精神的な支え」が非常に大きな役割を果たしてきた。（「税」としてだけ

でなく、「お供え」としても農産物が供給。） 
 

当時の人々にとって、「信仰を継承し、つつがなく暮らせる」ということは

大きな恩恵であり、アンバランスな支え合いの関係になっていたのではない。 
 

交通網の発達や林業の機械化により、「高野六木制度」や「農産物の供給」

における高野・花園・清水地域の関わりは変化してきたが、労働力・仏花・

食料の自給に制限のあった高野山と平地の少ない花園・清水地域において、

本システムを形成・維持できたのは、各地域間の主体的な関与によるもので

ある。 

 

（５）「他国の類似する農林水産業との比較」による世界的な位置付けの整理 

本システムを、農林業の複合システムである世界農業遺産「ジャガナの農林畜

産業複合システム」（中国）及びその成立に宗教が関与した世界農業遺産「ファガ

エ村におけるバドン地方の伝統的茶栽培システム」（韓国）と比較することで、本

システムの世界的な位置付けを整理する。 
 

「ジャガナの農林畜産業複合システム」では、自給自足の経済単位が形成され、

地域の人々の食料・生活が保障されている。 
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一方、「聖地 高野山と有田川上流域を結ぶ持続的農林業システム」では、高野

山の需要にも支えられた農林業の営みにより生活が保障されている点において、

宗教都市を有する当地域ならではの特徴がある。 

また、「ジャガナの農林畜産業複合システム」は、垂直的・水平的な広がりを

もつ農業・林業・畜産で構成されており、集落を中心に、農地、林地、牧草地が

同心円状に広がるランドスケープが形成されている。 

「聖地 高野山と有田川上流域を結ぶ持続的農林業システム」は、山頂の高野

地域で営まれる「寺院建築・修繕用材の自給のための林業」と、下流に続く花園・

清水地域における「高野山の需要に支えられた多様な農林産物の生産」で構成さ

れており、土地利用において垂直的な役割分担がみられる。 
 

なお、「ジャガナの農林畜産業複合システム」は、自然とチベット仏教・民俗

文化の融合を生み出しており、「聖地 高野山と有田川上流域を結ぶ持続的農林業

システム」は、高野山への信仰を精神的な基盤として発達している。 

 

「ファガエ村におけるバドン地方の伝統的茶栽培システム」では、双磎寺

（Hwagye Ssangye temples）において茶の栽培が開始されており、伝統的な茶の

製法が僧侶より継承されている。 

なお、茶の栽培管理は、かつては僧侶により行われていたが、現在では非宗教

的な組織に引き継がれている。 

一方、本システムにおける高野六木制度は、高野山真言宗の総本山である金剛

峯寺（山林部）により運営・管理されており、宗教活動との結びつきが今なお継承

されている。 

 

また、「宗教都市」の観点から比較を行うと、カトリックの総本山であるバチ

カンやイスラム教の聖地であるハラール・ジュゴル（エチオピア）では農林水産業

が大きく発達しておらず※３、宗教都市「高野山」を核として生まれた当農林業シ

ステムは、独自性を有している。 

※３ バチカン：利益追求の産業活動は行われていない。 
ハラール・ジュゴル：アフリカ・アラビア半島の交易路が交差する商業地として繁栄。 
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２ 認定地域の特徴 

（１）食料及び生計の保障 

高野六木制度は、寺院の建築・修繕用材の自給のための林業であるが、大径木の

国内自給が困難となっている現在において、その経済的価値は大きい。 

花園・清水地域では、農業と林業の複合経営を核とし、傾斜地や棚田の畦畔にお

いて「高野山の需要にも支えられた多様な農林産物」の栽培を行うことで、生計を

保障してきた。 
 

 

 

 
 

表 2-１ 高野・花園・清水地域における人口・農林業経営体等データ 

資料：国勢調査（総務省）、農林業センサス(農林水産省) 

注１：高野地域の人口、世帯数の値は 2020 年の値（協議会調べ）。花園、清水地域の人口は 2015
年の値（国勢調査） 

注２：高野地域の農林業経営体、農業経営体、林業経営体、農業従事者、林業労働力の値は、旧高野
町の値（高野地域を含む最小の調査範囲。高野地域以外を含む） 

 

人口 世帯数
農林業
経営体

農業
経営体

林業
経営体

農業
従事者

林業
労働力

高野地域 2,235人 1198世帯 29経営体 21経営体 16経営体 39人 86人

花園地域 307人 167世帯 10経営体 7経営体 5経営体 17人 5人

清水地域 3,125人 1472世帯 256経営体 235経営体 54経営体 501人 128人

表２-2 高野・花園・清水地域の森林面積 

資料：和歌山県農林水産部及び協議会調べ 
注 ：青塗の数値がシステムの対象となる森林面積 

単位：ha

自然林

高野六木制度
による施業林

長伐期施業林

3,741 1,982 459 273 95 178 186 1,523 444 1,315

4,341 3,846 271 0 0 0 271 3,575 495 0

17,395 14,408 1,980 0 0 0 1,980 12,428 2,312 675

25,477 20,236 2,710 273 95 178 2,437 17,526 3,251 1,990計

高野地域

花園地域

清水地域

うち、寺有林

計

人工林（国有林を除く） 国有林

うち、集落（寺院以

外）の生計を支える
ための林業が営まれ

てきた人工林

その他の
人工林

うち、概ね100年以上、林業により寺院・集落を支えてきた人工林
（システムの対象となる人工林）
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ア 高い経済的価値を有した高野六木制度・長伐期施業 

高野六木制度は、寺院の建築・修繕用材の自給を目的として、寺有林におい

て行われる林業であるが、経済的にみても高い価値を有している。 
 

2015 年に行われた「壇上伽藍中門の

再建」では、全用材の 70%以上が高野六

木制度で育成された森林から自給され

たが、この用材を購入した場合の費用は

7 億円以上になると算定されている。 
 

なお、高野山の各寺院は、「経済基盤

としての人工林」も育成しているが、こ

れら人工林においても、高野六木制度に

基づく長伐期施業が行われている。 
 

この長伐期施業は、大径木の確保を目的としつつ、信仰環境の保全にも貢献

する施業方針であるが、高野地域では森林の育成理念である「高野山の教え」

をアピールしたブランド化（高野霊木）にも成功している。 

加えて、寺有林における施業は、高野山寺領森林組合」が一括して行うこと

で、作業効率を高め、収益性を向上させている。 
 

また、高野地域の林業は、農閑期における労働の場として、花園・清水地域

の人々の生計を保障してきた。 

           

表 2-３ 花園・清水地域の生業暦 

資料：蘭島及び三田・清水の農山村景観保存計画（P.145 の表 4-1 を元に作成） 

写真２-1 壇上伽藍 中門 
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イ 高野山の需要に支えられた「傾斜地・棚田の畦畔」における多様な農林産物

の育成・栽培 

花園・清水地域では、農業と林業の複合経営を核とし、傾斜地や棚田の畦畔

において高野山の需要にも支えられた多様な農林産物を育成・栽培することで、

平地の少なさを克服してきた。 

傾斜地において行われる「仏花栽培」は、高野山を有する当地ならではの生

計手段であり、平地の少ない当地域の生活を支え続けてきた。 

棚田の畦畔における多様な農産物の育成・栽培は、高野山の多様な需要にも

対応し、集落を支える収入源となってきた。 

なかでも、高野山の需要（漢方薬・高野山料理）にも支えられ、畦畔等で栽培

されてきた「山椒」は、現在、日本一の生産量を誇る。 

 

 

 

 

 

（ア）高野山の需要に支えられた傾斜地での仏花「コウヤマキ」栽培 

高野山の開創当初より、その領地であった花園地域※4 では、傾斜地を利

用して仏花を栽培し、高野山に供給することで、平地の少なさを克服し、生

計を保障してきた。 

※４：空海が当地に八葉樒房花（はちようのしきび。シキビは仏花の一種であるシキミ

の地方名。枝先に 8 枚の葉が集まる特別なシキミ。）を植えたことが地名の由来。 
 

なかでもコウヤマキは、「1 枝を供

えると、60 種類の花を供えたことに

匹敵する」とされるなど、高野山の信

仰に欠かせない仏花であり、現在でも

花園地域の約 36％の世帯がその栽培

を行っている。 
 

また、その美しさや日持ちの良さ

から、西日本を中心に需要が拡大して

おり、出荷単価も安定している。 

（出荷単価 約 45 円/本。1戸当たりの年間粗収益  約 10～1,000 万円） 
 

加えて、背丈程度まで育ったコウヤマキは、シカによる食害を受けにく

いことからも、コウヤマキ栽培は今後も地域経済を支える主要産業として発

展していくものと考える。 

写真 2-2 高野山の寺院に供えられ

るコウヤマキ 

畦畔の農地利用  

面  積：約 50a（5,000 ㎡） 
利用戸数：20～30 戸 
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（イ）畦畔での栽培を起源とし、日本一の産地にまで発展した「山椒栽培」 

清水地域では、農業・林業を主業としつつ、棚田の畦畔を利用して山椒、

コウゾ（和紙の原料）、山菜、シュロ等を育成・栽培することで生計を保障し

てきた。 
 

なかでも、畦畔や耕地周辺で栽培してきた「山椒」は、平地の少ない当

地における貴重な収入源であり、平安時代には漢方薬として用いられ（延喜

式）、鎌倉時代からは香辛料として高野山に供給されてきた（高野山文書）。 
 

また、江戸時代には、現在の日本の主要品種の 1つである「ぶどう山椒」

を見出しており、戦後には、香辛料の需要拡大を背景にブランド化を進め、

現在では日本一の生産量を誇る産地を形成している。 
 

なお、ぶどう山椒はヨーロッパにおいても高い評価を得ており、海外販

路の拡大の動きが生まれはじめている。 

加えて、山椒は収穫物が軽く、高齢者でも容易に収穫・出荷できること

から、棚田での栽培（稲作からの品目転換）も進んでいる。 
 

山椒栽培は当地域の農産物販売額の約 70%を占める中心産業となってい

るが、これは「畦畔での多様な植物の育成・栽培」をもとに、時代のニーズ

写真 2-3 コウヤマキ栽培林 写真 2-4 高野山におけるコウヤマキ

の露店販売 

表 2-４ コウヤマキの栽培・出荷データ 

資料：協議会調べ 

うち、高野山への出荷量

高野地域 74.5ha 2,235,000本 1,120,000～1,340,000本 17戸 ～1,000万円

花園地域 25.0ha 350,000本 8,000～10,000本 62戸 10～1,000万円

清水地域 0.1ha 2,000本 0本 10戸 5～10万円

45～130本/円

栽培面積 栽培戸数
1戸あたりの
年間粗収益

出荷量（切り枝本数）
出荷単価
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に合った品目の栽培を拡大した、成功事例の一つである。 
 

 
 

 
 

 

表 2-５ 山椒の栽培面積及び出荷量（2017 年） 

資料：特産果樹生産動態等調査(農林水産省) 
注：清水地域のデータは協議会調べ 

 

168.0 (51%) 470.5 (65%)

清水地域 62.0 (19%) 138.9 (19%)

63.0 (19%) 172.8 (24%)

42.2 (13%) 19.7 (3%)

その他都道府県 59.3 (18%) 65.4 (9%)

332.5 (100%) 728.4 (100%)

出荷量(t)

和歌山県

高知県

兵庫県

全 国

栽培面積(ha)

表 2-６ 清水地域における山椒の栽培・出荷データ 

資料：協議会調べ 

生果出荷
（実山椒）

乾燥仕向け
（乾山椒）

実山椒 乾山椒

62.0ha 138.9t 6.3t 132.6t 242戸 3,900円/kg 4,100円/kg 約80～100万円

栽培面積

出荷量

栽培戸数
1戸あたりの

年間所得

出荷単価

表 2-７ 山椒栽培による農業経営例 

保有労働力
基幹従事者 : 1人
補助者 : 1人
雇用延べ : 60日

経営耕地面積
山椒 : 20a
水稲 : 40a

作業暦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

山椒

水稲

せん定 草刈り 実山椒収穫 干山椒収穫

苗代作り 田植え 稲刈り

収益総括表（山椒）
粗収益 : 1,750,000円
経営経費 : 837,376円
所得 : 912,624円
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（ウ）高野山を支える「林業にまつわる職人仕事」の発達 

当地域では、高野山の寺院の建築・修

繕に関わる宮大工、檜皮（ひわだ）の採取

を行う原皮師（もとかわし）、檜皮葺職人や

境内林などの巨木に登って作業を行う

空師（そらし）など、林業にまつわる多く

の職業が発達している。 

また、位牌（いはい）などの仏具、杓子

（しゃくし）などの土産品や割箸や木桶な

どの日用品の生産など、高野山を支える木材加工業を発達させ、暮らしを発

展させてきた。 

 

ウ 農業と林業の兼業による生計保障 

有田川流域は県下有数の林業地帯である。 

 

なかでも清水地域は、戦後の拡大造林期以前より林業（用材生産・特用林産

物の栽培）と農業の兼業により生計を保障しており、その歴史は、杉野原（す

ぎのはら）、板尾（いたお）などの地名にも現れている。 

写真 2-5 ぶどう山椒 写真 2-6 ぶどう山椒の収穫 

表 2-８ 県内市町村別人工林率（2019 年） 

資料：森林・林業及び山村の概況(和歌山県)  

順 位 市町村名 人工林率

１位 高野町 78.8% （高野地域が存在）

２位 かつらぎ町 77.5% （花園地域が存在）

３位 有田川町 72.2% （清水地域が存在）

４位 北山村 69.5%

５位 紀美野町 68.3%

県 計 60.7%

写真 2-7 原皮師による檜皮加工 
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中世以降、清水地域は高野山の領地となったが※５、高野山は清水地域から

木材、薪、木炭などの山村資源を得てきた。 
 

※５：1304 年（鎌倉時代）、高野山領となる。以降、地頭との支配争い等を経て、
近世には豊臣政権・江戸幕府による支配に移行。なお、花園地域は、高野
山開創時（816 年）から明治政府成立まで高野山領として存在。 

 

江戸時代には、紀州藩による「御留山」（おとめやま）の制度により、樹木の

無断伐採が禁じられ、山林資源の保全・管理が行われてきた。 

以降も当地域では、農業と林業の複合経営により生計を保障しており、大正

期、総生産額に占める林産額比率が最も高い地域（村）が清水地域であった。 
 

 

写真 2-8 清水地域の人工林 

表 2-９ 大正 13 年における旧八幡村（清水地域）の総生産額と林産収入の内訳 

資料：地方山村林業経済報告書(農商務省山林局)  

（蘭島及び三田・清水の農山村景観保存計画 P.154 の表 4-2 及び P.155 の表 4-3 を元に作成) 

産 業

用伐（丸太角材） 139,750円 ( 53.9% )

木 炭 51,757円 ( 20.0% )

薪 伐 25,280円 ( 9.7% )

コウゾ 9,800円 ( 3.8% )

シュロ（葉） 9,600円 ( 3.7% )

粗 朶 7,350円 ( 2.8% )

シュロ（皮） 6,000円 ( 2.3% )

挽 伐 5,375円 ( 2.1% )

椎 茸 2,400円 ( 0.9% )

その他 1,000円 ( 0.4% )

まぐさ 500円 ( 0.2% )

ゼンマイ 240円 ( 0.1% )

山 葵 180円 ( 0.1% )

フシ［生薬・染料］ 118円 ( 0.0% )

竹 伐 48円 ( 0.0% )

総 計 259,398円 ( 100.0% )

収 入産 業

農 業 245,845円 （  30%）

林 業 259,398円 （  31%）

畜 産 5,440円 （    1%）

工産（製紙） 271,668円 （  33%）

蚕 糸 24,440円 （    3%）

その他 15,000円 （    2%）

総 計 821,791円 （100%）

収 入
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なお、当時の清水地域（大正 13 年・八幡村）では、総戸数 1,054 戸のうち、

約半数の 461 戸が農林業兼営を行っており、複業形態が地域の生業の姿であっ

たことがわかる。 

また、清水地域で作られた薪、木炭、樽丸（たるまる・樽に組む前の板）は、

物流経路が大きく発達するまで（戦前）は、清水地域から高野山に直接供給さ

れてきた。 

現在においても、清水地域は林業を基幹産業としており、地域林業の活性の

への挑戦（未利用資源の活用、木炭・薪生産の復活等）が進められている。 

 

エ 観光資源としての「高野六木の森」 

高野六木制度による「高野六木の森」は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣

道」における文化的景観の構成要素ともなっており、年間 150 万人が訪れる高

野山に欠かせない観光資源となっている。 
 

高野山の森林が参拝者の心を癒や

すことは古くより知られてきたが、現

在ではその癒しの効果が科学的にも証

明されており、健康増進を目的とした

「森林セラピー」が展開されている。 
 

高野六木制度が創り出す森林景観

は、当地ならではの観光資源として生

計の保障に貢献している。 

 

写真 2-９  森林セラピー 

24



 
 

（２）農業生物多様性  

高野地域には、自然条件下ではモミ・ツガを主体とする中間温帯林が形成される

が、高野六木制度ではこの植生を活かし、モミ・ツガを含む６種の針葉樹を選択的

に育成している。 

また、高野六木制度は、樹齢の異なる多種類の針葉樹から構成される複層林を生

み出しており、多様な生物がその環境に依存して生育・生息している。 
 

全国各地より寄進されたスギ苗木を由来とする「高野山奥之院の境内林」は、高

い遺伝的多様性を有しており、日本の林業を支える遺伝資源として、国の特別母樹

林に指定されている。 
 

コウヤマキの仏花栽培においては、地域内のコウヤマキ林から種子を採取するこ

とで苗木を育成しており、地域内の遺伝資源の利用により産地を形成している。 
 

「畦畔の農地利用」では、自生植物を含む多くの有用植物を育成・栽培しており、

地域固有の生態系と調和した土地利用を行っている。 

 

ア 高野六木制度による農業生物多様性 

標高 1,000m 付近に位置する高野地域の森林は、本来であればモミ・ツガを

主体とする中間温帯林となるが、高野六木制度ではこの植生を活かし、モミ・

ツガを含む６種の針葉樹を選択的に育成している。 

また、択伐跡地への苗木の補植や天然下種更新による森林更新は、様々な樹

齢で構成される複層林※６を生み出している。 

※６：樹齢・樹高の異なる樹木で構成され、樹冠部が何層にも分かれる林。 
 

必要となる樹のみを伐採する「択伐」は、下層植生や樹上に宿る着生植物を

含めた林相の急激な変化を引き起こすことがなく、これら植生に依存する昆

虫・動物の生存が維持されてきた。 
 

このような特徴を持つ施業の結果、高野六木の森には、 

・針葉樹の森を生息場所とするキバシリ（県 絶滅危惧Ⅱ類・鳥類） 
 

・森林に生息し、繁殖期に湿地・池に集まるモリアオガエル（県 準絶滅

危惧・両生類） 
 

・日本固有種で2019年に新種記載されたマホロバサンショウウオ（両生類） 
 

・池でヤゴとして過ごし、羽化後は森に生息するルリボシヤンマ（県 絶

滅危惧Ⅱ類・昆虫類） 
 

・キイフキバッタ（紀伊半島固有種・県 学術的重要・昆虫） 
 

・ヤマシャクヤク（国 準絶滅危惧、県 絶滅危惧ⅠＢ類・植物） 

などの希少種を含む多様な動植物が生息・生育している。 
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なお、高野六木制度に深く関わる昆虫にカミキリムシがある。 
 

高野六木の森には、多様なカミキリムシ（コウヤホソハナカミキリ、オオハナ

カミキリ、イガブチヒゲハナカミキリなど）が生息しているが、これらカミキリム

シは、切株や間伐材等に産卵し、幼虫はこれら木材を食べて育つ。 
 

幼虫の食入による物理的な分解が進んだ木材は、菌類による無機物への分解

が促進され、分解により生じた無機物は「高野六木」に吸収されることで、物

質の循環サイクルが生まれている。 
 

成虫となったカミキリムシは、モミ・ツガの樹液（ヒゲナガカミキリの仲間）

や、林床・林縁に育つノリウツギ・リョウブの花の蜜（ハナカミキリの仲間）を

餌にして育っており、高野六木制度により生息環境が維持されている。 
 

 

写真 3-2  マホロバサンショウウオ 写真 3-1  モリアオガエル 

写真 3-3  木材の分解・循環サイクルに関わる多様な生物 

上段左：コウヤホソハナカミキリ 上段右：ツガノサルノコシカケ（木材腐朽菌）
下段左：ギンリョウソウ（菌従属栄養植物。菌類と共生して生活。） 
下段右：ルリセンチコガネ（糞虫） 
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加えて高野地域では、信仰と結びついた「生物多様性の向上を目指す林業」

を展開している。 

かつて、高野六木の森には、「ぶっぽうそう」（仏・法・僧）と鳴く霊鳥が生

息していた。長い間、その鳴き声の正体はブッポウソウ（ブッポウソウ科・県 絶

滅危惧ⅠＡ類）とされてきたが、昭和初期には、コノハズク（フクロウ科・県絶

滅危惧ⅠＢ類）が声の主であることが判明している。 

ブッポウソウ、コノハズクともに、昭和 40 年代の道路整備を機にみられな

くなってしまったが、高野地域では「ブッポウソウが帰る森づくり」を目指し、

奥之院周辺において、高野六木とともに広葉樹が育つ森林の育成を進めている。 
 

また、有田川上流域にはクマタカ（タカ科・県絶滅危惧ⅠB 類）が生息してお

り、モミ・ツガ・アカマツ・スギに営巣し、樹齢 10 年生程度の若齢林や、間

伐が行われている人工林（林内の飛翔が可能）など、適正な森林施業が生み出す

環境を狩場としている。 

 

イ 日本の林業を支える遺伝資源「奥之院 スギ特別母樹林」 

高野山ならではの人工林の一つに、境内林がある。 

高野山の境内林は、信仰の場としてだ

けでなく、林業を支える遺伝資源として

の役割を有している。 
 

奥之院の参道沿いに広がる境内林は、

江戸時代に全国の大名により寄進され

たスギ苗木を育成したものであり、優良

な形質を発揮した本スギ林は、「特別母

樹林」※７に指定され、種子供給源として

日本の林業を支えてきた。 

※７：優良種苗確保のための指定採取源として、農林水産大臣が指定する林分。 

 
 

 

奥之院 スギ（Cryptomeria japonica）特別母樹林 

指  定：1961 年 
母 樹 数：728 本 
面  積：約 5ha 
推定樹齢：200～600 年 
そ の 他：国内最大規模の樹高 60m のスギが存在。 

1958 年には、和歌山県の天然記念物に指定 

写真 3-4  奥之院 スギ特別母樹林 
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なお、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所の研究により、

本母樹林の遺伝的多様性は、天然林と同程度であることが明らかにされている

（核 DNA マイクロサテライトマーカーによる比較）。 
 

このように、奥之院 スギ特別母樹林は、「全国各地からの寄進」という歴史

により遺伝的多様性が生み出された、当地ならではの遺伝資源となっている。 

ウ 地域内の遺伝資源を利用した仏花「コウヤマキ」の育苗 

当地域で確立された仏花コウヤマキ（Sciadopitys verticillata）の育苗技術※８

では、高野六木の森などで育つ、優良な形質を示すコウヤマキから種子を採取

することで苗木を生産しており、地域内の遺伝資源の利用によって産地を形成

している。 

※８：詳細は、「地域の伝統的な知識システム」（P.25）に記載。 

 

エ 多様な植物を活かした畦畔の農地利用 

清水地域では、棚田の畦畔の農地利用により、自生植物を含む多くの有用植

物を育成・栽培しており、地域固有の生態系と調和した土地利用により、農業

の営みの中で多様な植物が維持されている。 

 
 

表 3-1 畦畔の農地利用で育成・栽培される主な植物 

山椒、コウゾ（和紙の原料）、シュロ（縄、タワシ等の原料）、カ
キ、ナンテン（仏花、切り花）、フキ（花茎：ふきのとう、葉柄：ふ
き）、ヒサカキ（仏花）、バショウ（葉で寿司を包む）、チャ、イタ
ドリ、ウド、ゼンマイ、ツクシ、ドクダミ、ヨモギ、ワラビ
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なお、畦畔の農地利用は多様な日照・土湿条件を畦畔に生みだしており、そ

こに生育・生存する生物の多様性を高めている。 
 

「棚田」・「平坦地水田」における植物調査（2011 年）の結果、計 337 種の植

物が確認されたが、両者を比較すると「棚田」での生育種数が圧倒的に多く、

特に畦畔で育つ植物の多様性が高くなっていることが明らかになっている。 
 

 
  

 

写真 3-5  多様な植物を活かした畦畔の農地利用 

上段左：コウゾ         上段右：フキ 
下段左：ナンテン        下段右：シュロ、バショウ、カキ 

表 3-2 清水地域の棚田及びその周辺の平坦地水田に出現した植物種数（2011 年） 

資料：蘭島及び三田・清水の農山村景観保存計画(P.52 の表 2-6 を元に作成) 

59種 82種

307種 255種

うち法面（傾斜部） 196種 185種

うち畦 （平坦部） 111種 70種

農道 98種 58種
※１：あらぎ島地区
※２：西原湯子地区（あらぎ島地区の周辺）

平坦水田※２

水田内

畦畔

棚田※１
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なお、棚田自体においても、かつては山間地の水田に多くみられたツチガエ

ル、トノサマガエル、アカハライモリ（和歌山県準絶滅危惧種）やホシクサなど

の貴重な動植物が生息・生育しており、豊かな自然環境が保たれている。 
 

また、高野・花園・清水地域では自家消費用を含め、多様な農作物を栽培す

るとともに、里山や畦畔等に自生する植物・きのこ類を含め、多様な有用植物

を利用してきた。 
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表 3-3 高野・花園・清水地域で栽培・利用される植物 

アスパラガス、イチゴ、オクラ、カブ、カボチャ、カラシナ、カリフラワー、キャ
ベツ、キュウリ、クワイ、ゴーヤ、ゴボウ、コマツナ、シシトウ、シソ、ジネン
ジョ、シュンギク、ショウガ、スイカ、ズイキ、セリ、セロリ、ダイコン、タカノ
ツメ、タマネギ、チンゲンサイ、トウガラシ、トウガン、トウモロコシ、トマト、
ナス、ニガウリ、ニラ、ニンジン、ニンニク、ネギ、ねごろ大唐（トウガラシ）、ハ
クサイ、パセリ、ハタワサビ、パプリカ、ハルナ（春菜）、ピーマン、ヒロシマナ
（広島菜）、ブロッコリー、ホウレンソウ、マクワウリ、マナ、ミズナ、ミョウ
ガ、メロン、モロヘイヤ、ユリネ、ラッカセイ、ラッキョ、レタス、ワケギ、アズ
キ、インゲンマメ、エダマメ、クロマメ、サヤエンドウ、ソラマメ、ダイズ、実エ
ンドウ、キクイモ、サツマイモ、サトイモ、ジャガイモ、ナガイモ、ヤマイモ、オ
オムギ、水稲、ソバ、モチ米、コンニャクイモ、チャ、ワサビ

コウヤマキ、サカキ、シキミ、ナンテン、ヒサカキ、ホオズキ

イチジク、ウメ、カキ、カボス、カリン、キウイフルーツ、キンカン、サンショ
ウ、スモモ、ナツメ、ビワ、ブドウ、ブルーベリー、ユズ、レモン

山菜［可食部］

イタドリ［若芽・若い茎］、ウド［若芽・若葉］、ウルイ（オオバギボウシ）［若芽・若

葉］、クサギ［若芽・若葉］、ゴギョウ（ハハコグサ）［若芽］、コゴミ（クサソテ
ツ）［若葉］、コシアブラ［若芽］、ジネンジョ（ヤマノイモ）［根茎］、スイバ［若

芽］、セリ［若い茎・若い根］、ゼンマイ［若葉］、タケノコ（モウソウチク・ハチ
ク）、タラノキ［若芽］、ツクシ、ナズナ［若葉］、ノビル［葉・鱗茎］、ハコベ［若

葉・若い茎］、ハバヤマボクチ（若菜）、フキ［若い花茎：フキノトウ、葉柄：フキ］、ミ
ツバ［茎・葉］、ムカゴ［わき芽］、ヤブカンゾウ［若芽］、ヨメナ［若芽］、ヨモギ
［若葉］、リョウブ［若芽］、ワラビ［若葉］

薬草 キハダ、ゲンノショウコ、センブリ、チドメグサ、ドクダミ、ユキノシタ

果実（種子）
アケビ、キイチゴ・ノイチゴ（ナガバノモミジイチゴ、ニガイチゴ、クサイチ
ゴ）、ギンナン、グミ、クリ、クルミ、クワ、ケケンポナシ、ザクロ、トチノキ、
マタタビ

きのこ
キクラゲ、クリタケ、コウタケ、シイタケ、ナメコ、ヒラタケ、ホウキタケ、ホン
シメジ、マツタケ

その他
コウゾ（和紙の原料）、シュロ（皮：縄・タワシの原料）、ナンテン（仏花）、ニッケイ
（根：香辛料）、バショウ（葉で寿司を包む）、ヒサカキ（仏花）

野菜、豆類、
いも類、米 等

花き・花木（仏花）

果樹

里山・畦畔の植物
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