
 
 

（３）地域の伝統的な知識システム 

高所にあるため、落雷による火災に幾度となく見舞われてきた高野山では、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を確立することで、100

を超える寺院を維持してきた。 
 

高野山の信仰活動に欠かせない仏花の栽培については、初期成長が非常に遅く、

苗木の生産が困難であった仏花「コウヤマキ」の育苗・生産技術を確立することで、

傾斜地での安定的な栽培を可能にした。 
 

清水地域では、平地の少なさを乗り越えるため、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、高野山をはじめとする多様なニーズに応えて

きた。 

 

ア 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 

（ア）成立の経緯 

高野山の起源は、816 年の「空海による開創」に遡る。 

高地にある高野山は、落雷に見舞われやすく、その歴史の中で火災と再

建を幾度となく繰り返してきた。 

 

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

ては周囲の森林が皆伐され、山林が著しく荒廃した。 
 

長和年間（1012-1017 年）には、復興事業として、ヒノキ苗の植栽が行わ

れたが、その後も幾度となく火災が発生した高野山では、樹木の伐採方法を

「皆伐」から「択伐」へと転換していくとともに、択伐にあたっては、全山

から老木を順次選んで伐採した。 

図 4-1 高野山における火災・再建の歴史 
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また、天然下種更新に加え、択伐跡地へのスギ、ヒノキ、コウヤマキ、

モミ、ツガ、アカマツなどの苗木の植栽により、森林の更新を図っていった。 
 

1813 年には、寺院の建築用材として特に重要なスギ、ヒノキ、コウヤマ

キ、モミ、ツガ、アカマツを「高野六木」として設定し、「持続可能な森林

の保護育成方法」である高野六木制度を確立した。 

                 

（イ）６樹種の特性・利用 

ス ギ 
・寺院建材を中心に、広い用途に利用 

 

・葉は線香に利用 
 

ヒノキ 
・寺院建材、仏像彫刻材として利用 

 

・樹皮は檜皮（ひわだ）に加工し、屋根葺き材として利用 
 

コウヤマキ 
・日本固有種。紀州では「霊木」とされる 
 

・材は樹脂に富み、耐水性が強く、流し場等の建材に利用 
 

・樹皮は槇肌（まきはだ）と呼ばれ、水桶などの水漏れ止めに利用 
 

・樹皮を編んだ縄は、スギの種子採取に用いるブリ縄（樹に登る道具） 

に利用 
 

・切り枝は仏花に利用 
 

ツ ガ 
・建築材、器具材として利用 

 

モ ミ 
・建築材、彫刻材、器具材（太鼓の胴、桶材など）として利用 

 

アカマツ 
・建築材、土木材、器具材として利用 

 

・根、根元の材は、護摩供養のつけ木として利用 

 

（ウ）地形に応じた育成樹種の選定方針 

・急傾斜急では主として、自然に発生するモミ・ツガ・アカマツを、天

然下種更新により育成。 
 

・傾斜が比較的緩やかで、作業性の良いところでは、用材としての利用

価値が特に高いヒノキ、スギ、コウヤマキを積極的に育成。 
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（エ）高野六木制度による用材自給例 ～2015 年 壇上伽藍 中門の再建～ 
 

壇上伽藍 中門  

・建造は鎌倉時代。 
 

・1843 年に焼失。2015 年に再建。 
 

・桁行 17m・棟高 16m。 

                 

再建における用材自給状況 

・大径木は、すべて高野六木制度で

育成したヒノキ。 
 

・用材全体では、70%以上が高野六木制度で育成した樹木を使用。 
 

・中大径木を必要としない屋根、楔（くさび）などには、高野地域で育成 

したスギ、ケヤキを使用。 
 

・用いた高野六木を仮に購入した場合の費用は、７億円以上と算定。 
 

 

「高野六木」の利用実績 

①ヒノキ 大径木：74 本 

・樹齢：約 300～400 年 
 

・直径：1.0～1.2m 
 

・樹高：20～30m 
 

・心柱（高さ 4.8m×18 本）をはじめ、主要部材に利用。 
 

 
 

②ヒノキ 中径木：約 100 本 

・樹齢：約 100 年 
 

・直径：40～50cm 
 

・表皮は檜皮として利用。残材は記念品に加工するなど、無駄なく利用 

写真 4-2  心柱用の樹齢 

300 年生のヒノキの伐採 

写真 4-3  全て高野六木の森から調達された 18 本の心柱 

写真 4-1 壇上伽藍 中門  
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その他 

・全国的にみると、寺院再建用の大径木の確保は困難な状況。 
 

・興福寺の再建（2018 年）にあってはカメルーンから柱用の木材が、薬師

寺の再建（1980 年）にあっては台湾からタイワンヒノキが輸入。 

 

（オ）高野六木制度のノウハウを活かした長伐期施業、育成複層林施業 

高野山の寺院は、「高野六木の森」に加え、市場出荷を目的とした「経済

基盤としての人工林」を育成しているが、この人工林においても、高野六木

制度のノウハウを活かした長伐期施業※９や育成複層林施業※10を行っている。 

※９：約 80 年を超える伐期の施業。一般的な伐期は約 40 年。 
※10：択伐跡に苗木を植えることで、複層状態の森林をつくる施業。 
 

これら施業は大径木の確保を目的としたものであるが、「聖地 高野山」

に欠かせない森林景観を生み出している。 

               

イ 仏花「コウヤマキ」の育苗・栽培技術の確立 

コウヤマキは初期成長が極めて遅いことに加え（育苗期間:8～10 年。スギ・ヒ

ノキでは 2～3年）、過湿土壌では苗が腐敗することなどから、苗木生産は容易で

はない。 

しかし、当地域では育苗技術を確立することで、傾斜地における安定的なコ

ウヤマキ栽培を可能にし、高野山の需要に応える産地を形成してきた。 
 

なお、本育苗技術では「実生苗」（みしょうなえ。種子から育てた苗木）を生産

している。 

1980 年頃には、発根促進剤を用いた「挿し木苗」（さしきなえ。枝などを発根

させることで生産した苗木）が検討されたが、活着（挿し木した植物が根付くこと）

しづらいことなどから、今なお「実生苗」を生産し続けている。 
 

なお、苗木生産に用いる種子は、高野六木の森などで育つコウヤマキから採

種しており、地域内の遺伝資源の利用により苗木を生産している。 
 

 

また、コウヤマキは過湿に弱く、連作障害（同じ土地で同じ作物を繰り返しつ

くり続けることで起きる生育不良）が発生するため、水はけの良い育苗圃（苗木生

産専用の畑）を準備するとともに、育苗圃のローテーションを行うことで連作

障害を回避している。 
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山林への苗木の定植後は、樹高が背丈程度になるまでは（15 年程度。スギ・

ヒノキは 5～10 年程度）下草刈りを行うが、刈り取った下草を根元に敷くことで、

「肥料」として利用している（原則、化学肥料・農薬は不使用）。 
 

仏花となる「切り枝」の収穫は、定植後約 10 年目から開始し、約 5 年間隔

で実施するが、求められる切り枝の大きさ・長さは用途によって様々（墓への

お供え、宗教行事等）であり、需要に応じた栽培・収穫が行われている。 

 

ウ 棚田の畦畔の農地利用による多様な植物の育成・栽培技術 

清水地域では、畦畔のうち、水田に接する水平な面を「アデ」（畦・アゼの方

言）、上下の棚田間の傾斜面を「キシ」（岸）と呼び分け、それぞれの特性に応

じた農地利用を行っている。 

 

「アデ」では田植え後に大豆を栽培するとともに（当地域ではアデマメと呼ぶ）、

土羽（どは・土で固めた畦畔）の「キシ」では、自生する山菜の育成や、山椒、

コウゾ、シュロ、茶、ナンテン等の栽培を行っている。 

なお、畦畔の農地利用の過程で刈り取った草は、肥料として田にすき込こむ

ことで、限られた資源を余すことなく利用している。 

写真 4-4  コウヤマキの育苗 

図 4-2 畦畔の模式図 

資料：蘭島及び三田・清水の農山村景観保存計画（P.48 の図 2-10 を元に作成） 
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和紙の原料となるコウゾは、その生育に大量の水分を必要とすることから、

一年を通じて発生する霧などにより、多湿条件が保たれる清水地域の「キシ」

が栽培適地となっている。 
 

大量の紙を必要とする高野山を支える産業として鎌倉時代に生まれ、江戸時

代には、紀州藩によって奨励された「和紙生産」は、「キシ」がコウゾの栽培

適地であることに加え、紙漉きに必要となる大量の水が有田川により確保でき

たこと、紙漉き時期が農閑期（冬期）となることから、当地域に非常に適合し

た産業として発展した。 

 
 

このように、畦畔における多様な植物の育成・栽培は、高野山をはじめとす

る周辺地域からの多様な需要への対応を可能にしており、現在、生産量日本一

を誇る山椒産地の形成は、畦畔での栽培をもとに、時代のニーズに応じてその

栽培を発展させた成果である。 

 

 

 

                       

 

写真 4-5  コウゾの収穫（左）、体験工房わらしでの紙漉き技術の継承（中）、保田紙製品（右）
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（４）文化、価値観及び社会組織 

高野山では、高野六木制度を安定的に実施・継承するため、「総本山金剛峯寺山林

部－高野山寺領森林組合」による組織体制を構築している。 

高野山にとって林業は、「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」を体現する活動でもあり、本組織体制により、宗教活動と

連携した施業を可能にしている。 
 

清水地域では、用水管理のための水利組合「田人」（たど）や、水資源を公平に分

配するための「溝親」（みぞおや）を組織することで、棚田での稲作を継続してきた。 
 

文化面では、高野山に豊作を祈願する「御田」（おんだ）や雨乞いなど、高野山と

結びついた独自の農耕文化が生まれており、人々は高野山への信仰で強く結ばれて

いる。 

高野山料理に代表される豊かな山菜等を活かした食文化は、近年注目を集める「サ

ステイナビリティとガストロノミー（美食学。食事・料理と文化の関係の考察）の融合」

した食文化であり、都市住民に本システムの魅力を伝える手段ともなっている。 

 

ア 総本山金剛峯寺山林部－高野山寺領森林組合 

林業と宗教が密接に結びつく高野山では、高野山真言宗の総本山である「金

剛峯寺」において、森林育成・経営を専門的に管轄する「山林部」を組織する

ことで（1920 年設立。当時の名称は山林課。）、宗教活動と連携した林業を行って

いる。 
 

山林部は、住職・学術経験者から構

成される山林経営委員会との協議によ

り、「1 期 10 ヶ年の経営計画」を定め

ることで、計画的な施業を行っている。 
 

一方、経営計画に基づく「施業」に

ついては、森林を所有する全 58 寺院が

組合員となった高野山寺領森林組合を

組織し(1952 年設立）、効率的な施業を

実施している。 
 

このように、高野山では、「総本山金剛峯寺山林部－高野山寺領森林組合」

からなる組織体制を構築することで、高野六木制度及び長伐期施業・複層林施

業を安定的に実施・継承している。 

           

 

 

写真 5-1  山林経営委員会 
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イ 水資源を管理するための社会組織「田人」・「溝親」 

清水地域における棚田・用水路の基礎は、江戸時代前期（1650 年代）に築か

れているが、その当時より、人々は「田人」（たど）と呼ばれる水利組合を組織

することで、用水施設を管理してきた。 

なお、用水路の受益範囲は集落を越える場合もあるため、「田人」は村落の

自治組織とは別の組織として位置づけられており、水資源の管理に最適化した

社会組織となっている。 
 

 
 

 

また「田人」は、井堰（取水のための水位を確保するための堰）付近のアサキ

山※11を、地域共有の田人山（たどやま）・湯山（ゆーやま）として管理することで、

修理用材の調達や木材の売却による運営費用の確保を行ってきた。 
 

※11：アサキはカシ類・シイ類などの広葉樹を指す方言。「アサキ」主体の里山を
アサキ山と呼ぶ。 

図５-1 田人の組織（上湯水水利組合） 

資料：蘭島及び三田・清水の農山村景観保存計画（P.146 の図 4-1 を元に作成） 

（水路の管理、樋門の開閉）

（大雨時の放流）水放し（５名）

（役員の互選により決定）

水引き（１名）

役
員

（
湯
子
川

）

役
員

（
下
ノ
段

）

役
員

（
上
ノ
段

）

役
員

（
蘭
島

）

役
員

（
蘭
向

）

水利組合長（田人親・部頭）

副組合長（会計兼務）
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また、谷水を利用した稲作が行われている清水地域 沼地区では、貴重な水

資源を公平に分配する仕組みである「沼の分水」を生みだし、現在にまで継承

している。 

江戸時代に生まれた「沼の分水」では、田の土質・面積・米の収穫量・湧水

の状況をもとに、各田への用水の配分量を精密に取り決めており、各水路（溝）

に「溝親」という責任者を設けることで、分水のきまりを守っている。 
 

このように清水地域では、用水管理や水資源の公平な分配のための社会組織

を作り上げることで、棚田での稲作を安定的に継続してきた。 

 

ウ 有田川林業活性化協議会による地域林業活性化の取組 

清水地域では、地域の林業・木材産業

関係者、学識者、行政による「有田川林

業活性化協議会」を立ち上げ（2015 年）、

地域林業活性化の取組（未利用資源の活用、

木炭・薪生産の復活等）を検討・展開して

いる。 

 

エ 高野山信仰と結びついた御田や雨乞い行事 

花園・清水地域には、高野山との結びつきにより生まれた当地域ならではの

農耕祭事が存在しており、人々は高野山への信仰で強く結ばれている。 
 

（ア）御田 

御田とは、稲作の様子を演じることで豊作を祈願する農耕祭事であり、

全国各地に存在するものである。 

しかし、当地域の御田は、 

①高野山に対して豊作を祈願・感謝すること 

②「棚田での稲作」を演じること 

③稲作の全工程を演じること（他地域の多くは田植えまで） 

写真 5-2 田人の活動（左：寄り合い、右：溝掃除） 

出典：蘭島及び三田・清水の農山村景観保存計画（P.145-146） 

写真 5-3 有田川林業活性化協議会 
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において他にない特徴がある。 
 

平安・鎌倉時代から始まったとされる当地域の御田は、高野山による

支配の中で行われた農業奨励の側面を有しており、「豊作の恵みを高野山

に奉納する」場面が演じられるなど、高野山との強い結びつきがみられ

る。 
 

また、「キシ（棚田の法面）で刈った草を、田の肥料にする」や「田の

肥料のために山の草を刈る」との台詞がみられるなど、平地の少ない当

地域ならではの資源利用の様子が演じられている。 
 

稲作の全工程を演じる理由については、「御田を演じきる知力・体力

がある大人であることを披露するため」に加え、稲作の手順を次世代に

継承する役割があったとも考えられる。 
 

 
 

 

 

 

表 5-1 当地域の御田 

地 域 名 称 奉納場所 その他

花 園 花園の御田 遍照寺 国指定 重要無形民俗文化財

雨錫寺阿弥陀堂

（国指定重要文化財）

久野原の御田 岩倉神社 県指定 無形民俗文化財

国指定 重要無形民俗文化財
清 水

杉野原の御田

写真 5-4  御田（上段左：花園、上段右：杉野原、下段：久野原） 
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（イ） 雨乞い行事 

「火揚げ」（ひあげ）と呼ばれる雨乞い行事では、高野山から灯明（と

うみょう・神仏に供える灯火）を持ち帰り、山々の山頂で大火を焚きなが

ら経を唱えることで、降雨を祈念する。 

花園・清水地域の人々は、灯明をもらう代わりに、米を高野山に献上

しているが、その様子は御田で演じられるなど、高野山への信仰を核と

した地域の結びつきが文化として根付いている。 

 

オ 高野山を有する当地ならではの食文化  

高野山を有する当地域では、独自の精進料理「高野山料理」を始めとする、

信仰と結びついた食文化が育まれている。 

これら食文化は、ユネスコ無形文化遺産としても評価される「和食」の魅力

を余すことなく発揮したものであり、G20 大阪サミット（2019）夕食会のテー

マとして注目を集めた「サステイナビリティとガストロノミー（美食学）の融

合」した食文化ともなっている。 
 

また、これら多様な食文化は、都市住民に本システムの魅力を知ってもらう

ための恰好のツールともなっている。 

 

（ア）高野山独自の精進料理「高野山料理」 

高野山の精進料理は、五法（５

種類の調理法）、五味（５種類の調味

料）、五色（５種類の色合い）を大切

にするといった独自の理念があり、

「高野山料理」として他の精進料

理と区別されている。 

なお、五味（醤油・酢・塩・砂糖・

辛）の一つである「辛」（辛み）に

は、山椒が欠かせないものとなっ

ている。 
 

「修業の場」である高野山では、「贅沢に繋がり、修業の妨げになる」

として、食料生産を禁じている。 

そのため、周辺集落からの食料調達に加え、「信仰によるお供え」に

よって食料を得てきた高野山では、「食材を無駄なく調理し、丁寧に食す

ことで心身を養うこと」を食事の目的とする、独自の思想・文化が育ま

れている。 

 

写真 5-5  高野山料理 
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（イ）豊かな山菜の食文化 

当地域では、棚田の畦畔で育成したフキ・ゼンマイや、適正に管理し

た人工林の周辺で育つクサギ・コゴミ・ウド・タラの芽・ワラビなどの

多様な山菜を食してきた。 

また、フキ・ゼンマイ等は、高野山での土産品として花園・清水地域

から高野山に供給されてきた。 

水はけの良い斜面が栽培適地となる「こんにゃく芋」は、古くより花

園・清水地域で栽培されており、鎌倉時代よりお供えとされてきたこん

にゃくは高野山の食文化に欠かせないものである。 
 

畦畔の農地利用や適正な森林管理が育む山菜による食文化は、近年、

地元料理店により「摘草料理」として洗練されており、料理人の後継者

も育っている。 
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