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火山灰土畑改良のための沖積土客土 
「ドロツケ」に関する文化土壌学的研究

Cultural soil scientific study concerning Dorotsuke: 

Soil dressing operation with alluvial soils to improve volcanic ash soil fields
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摘　　要
大宮台地の西縁部では、荒川河川敷の沖積土を台地上の畑に運び込んで施用すると

いう特異な客土作業「ドロツケ」が行われていた。この施行は、近世期ないしはそれ
以前より、数百年の長きにわたって続けられてきたものである。近世期の日本では、
沖積土を採取して肥料として利用する農法は、全国各地で行われていた。その中でも、
集約的に施行が行われてきたこの地域においては、もとの畑土壌がリン酸固定力の高
い火山灰土であったために、沖積土客土による土壌改良効果が著しく、長年の施行の
結果、肥沃度の高い人工土壌へと変化した。海外では、長期にわたる集約的な農業活
動により形成された人工土壌は「アンスロソル」と呼ばれ、過去の土地利用形態の復
元や農業活動の起源年代の解明などの考古学的な研究に転用されている。ドロツケお
よび類縁の客土施行によって形成された土壌は、わが国の農業史を示す貴重な文化遺
産であると考えられる。
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1．はじめに

かつて、荒川の下流域、大宮台地の西縁部のムギ
作地帯では、台地の上の畑に荒川河川敷の氾濫沖積
土を運び入れるという特異な農事慣行が行われてい
た。この伝統的な客土農法のことを、民俗語彙で「ド
ロツケ」と称する（「～ツケ」は馬の背中に付けて運
ぶことを意味する）。ドロツケがいつ頃はじめられ
たものなのかは定かではないが、大正あるいは昭和
初期頃まで続けられてきたこの客土作業により、当
地の畑には厚い沖積土客土層を有する人工土壌が形
成された（図 1）。このように厚い土層が形成される
までの長きにわたり、客土作業が続けられてきた理
由について、土壌学的には、大宮台地の畑土壌が作
物栽培上の問題を抱えた火山灰土壌であったことが
考えられる。火山灰土は、特異なリン酸固定力を示
すために作物がリン酸欠乏に陥りやすく、しかも、
軽しょうであるために風食害も発生しやすい。ドロ
ツケによりこれらの性質が改善されたことで、土壌
の肥沃度は増し、結果、ドロツケ施行地域は、ムギ

2011 AIRIES

受付；2011 年 3 月 28 日，受理：2011 年 8 月 20 日
＊ 〒 305-8577　つくば市天王台 1-1-1，e-mail：wakabayashishokichi@yahoo.co.jp

図 1　 ドロツケによって形成された人工土壌（左）と 
ドロツケ非施行の火山灰土（右）の土壌断面．

人工土壌は北本市石戸所在の圃場，火山灰土は北本自然観察公園
内のコナラ林下の土壌である．人工土壌の 2Bw 層は，火山灰土
の心土 Bw1 層に対応し，その上部の黒色の 2A5 層は，ドロツケ
以前の火山灰土作土層の残存部である．これより上の灰褐色の土
層（白矢印部）は，投入された沖積土と火山灰土の作土が混合され
たドロツケ部位に相当し，層厚は 64 cm に達する．
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作、とくにオオムギの一大生産地となった。
表題中の「文化土壌学」とは、日本土壌肥料学会

において 2006 年に部会が創設された新しい学問分
野であり、学会の定義によれば、「人間が自然に働
きかけて形成された生活・技術・学問・芸術などの
文化、歴史および風土と人間との関わりを、主とし
て“時間”の軸から研究する」学問である 1）。文化
土壌学の提唱者である藤原彰夫は、1991 年に『土
と日本古代文化』2）を著し、日本の歴史を、土壌を基
盤にした農業文化の生成という新たな視点で論じ
た。この著作の中でも、火山灰土のリン酸固定の問
題が、稲作技術普及の阻害要因として考察されてお
り、優れたリン酸肥料のなかった時代において、火
山灰土の性質を克服することがわが国の農業にとっ
て重要な課題であったことが提示されている。「ド
ロツケ」は、火山灰土と沖積土という異なる土壌の
性質に着目した過去の人びとが創出した伝統農法で
あり、火山灰土地域での農業生産という困難な課題
解決に寄与した農業技術として、文化土壌学的に重
要な研究対象である。本稿では、大宮台地西縁部の
作物生産を支えた伝統客土農法「ドロツケ」に関し
て、民俗・歴史などの人文学的側面とドロツケの効
用などの理学的側面を織り交ぜながら紹介する。ま
た、人文科学と自然科学の境界領域として、近年発
展の目覚しい考古学の分野から、伝統的農業活動に
よって形成された人工土壌に関する研究例を紹介
し、ドロツケ施行地の人工土壌の今後の研究展開に
ついて論じる。

2．ドロツケ：沖積土客土施行の民俗史

2.1　ドロツケの施行形態
ドロツケの風習は、大正期頃から衰退しはじめ、

昭和後期には、その存在自体が忘却されはじめてい
た。そのような時に、吉川 3）によりドロツケについ
ての民俗学的な調査が行われ、その作業形態や施行
地域に関する詳細が明らかにされるとともに、この
特異な客土作業が非常に大規模で長期的な土壌改良
事業であったことが示された。以下に、吉川 4）の報
告を引用しながら、ドロツケの概要を説明する。

ドロツケは、冬場の農閑期における、農家の男た
ちの仕事であり、秋のムギ播き以降～翌春の 3 月頃
までの間に行われていた。沖積土の運搬には、主に
馬が用いられ、背に鞍を乗せ、鞍に 2 本の横棒を渡
して、両端に「スカリ」という土を入れるための網
袋をぶら下げる。男たちは、スキグワという農具を
担ぎ、小さな鎌を腰にさして、荒川や支流の江川の
河川敷へ馬を引いていった。河川敷に着くと、スキ
グワで土をすくい、左右のスカリに等量ずつ土を入
れて運んだ。こうして、1 回に運ばれる土の量はお
よそ 110～225 kg であり、畑と河川敷の間の距離に
もよるが、これを 1 日に 4～12 回繰り返したといわ

れる。運搬の途中、坂道や崖縁で馬が土の重さによ
ろめいたときは、すばやくスカリの引き縄を切り落
とし、怪我を未然に防ぐ。鎌はこのために携帯して
いる。このように、土運びは、技術と神経のいる重
労働であった。台地上に運ばれた土は、畑や家の屋
敷の片隅に積んで、1～2 年おいてから畑に撒いた。
畑に施用する際は、ムギの成長期に根元に入れたり、
ムギ播きのときに、人糞・豆かす・堆肥などと一緒
にして撒き広げたりした。このような客土施行が行
われていた地域は、北は鴻巣市大間から南は旧大宮
市五味ヶ谷戸までで、荒川から距離が 4 km 以内の
台地部がその範囲であったといわれる（図 2）。

なお、類縁の沖積土施行の民俗は、大宮台地西縁
部の他にも存在する。大宮台地の南中央部に位置す
る岩槻市では、夏場の綾瀬川の水位が低下した時期
に、川底の土（ドロモク）を掘り取って、畑に施行し
ていたとされる 5）。また、伊奈町の丸山地区では、
原市沼から泥を運び出して畑に入れていたとされ、
この施行もドロツケと呼ばれていた 6）。荒川を挟ん
で西部の武蔵野台地においては、朝霞市で、洪水の
あとや河川が干上がった際に、乾いて固くなった板
状の土（エグミ）を鋤簾でかきとる作業が行われてい
た 7）。
2.2　ドロツケの施行年代に関する記述

このような客土施行がいつ頃から行われていたも
のなのかは、現時点では明らかではない。昭和期の
埼玉県農業試験場の技師たちは、ドロツケを、近代
に入ってから始められた施行と考えていた。そのた
め、土地分類基本調査において、ドロツケ施行地域
の土壌に相当する「淡色黒ボク土川田谷統」の説明
文には、「明治期から昭和初期にわたり、肥料代わ

図 2　ドロツケ施行地域（点描部）3）．
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りとして、荒川沖積土壌を客入してきたためにでき
た土壌である」と記述される 8）。しかしながら、当
地において近世期に書かれた農書の中には、ドロツ
ケに関連する文章が見受けられ、少なくとも近世期
にドロツケが普及していたことを示唆している。
1840 年頃に大間村（現北本市大間）の名主福島貞雄
が著したと考えられている『耕作仕様書』9）には、粟
の肥料に関して以下のような記載が見られる。

「黒土、赤土の場ハ灰ためハ勿論、肥し土とて真
土・砂入可。尤土はきゝいろ左迄なしといへとも穂
に〆り有、正味も多し。」（訳：黒土、赤土の畑には
灰や下肥を施すのはもちろんのこと、土肥として真
土や砂土を入れる。真土や砂土を入れても肥料とし
ての効き目がそれほどあるわけではないが、穂がし
っかりして収量も多くなる。）

ここに記載された「黒土」「赤土」は、それぞれ、
火山灰土のうち、多腐植質のものと、腐植含量の比
較的少ないものの俗称である。一方の「真土」につ
いては、近世の地誌『武蔵志』10）に記された真土の
分布域から判断する限り、河川周辺の沖積土を意味
している。砂土も、粒径の粗い河川堆積物のことで
あろう。同様の、真土の記載は、1737 年に著され
た村方明細『上尾宿御書上』の中にも見受けられ、
田畑の肥料の一種として記述されている 11）。「田畑
糞シ、油粕・米糠・灰・真土并馬屋糞・下肥入申候」
また、「真土は壱二里近在ニ而買候而遣申候」と書か

れており、当時からその高い効果が認識され、売買
の対象になっていたことも伺える。これらの文献の
記述に加えて、中世以前の造成跡とされる堀柵穴の
中にドロツケの土が埋まりこんでいた事例 12）も報告
され、ドロツケの開始起源が相当に古い年代まで溯
る可能性も指摘されている。
2.3　沖積土施行の民俗史

実は、このような河川の堆積物を畑の肥料として
利用する農法は、ドロツケ地域に限らず、近世期に
は、全国的に行われていたものである。このことは、
近世期に書かれた農書の記述から明らかである。例
えば、近世期に全国各地に普及し、当世の農業に最
も影響を与えたといわれる宮崎安貞の『農業全書』13）

には、「泥糞（どろごえ）」と呼ばれる肥料の利用法
について記述されているが、これは、池や川の底に
堆積する泥をさらいあげよく乾燥させた後、砕いた
ものを、肥料小屋に入れて長く貯蔵させたものであ
る。人糞や灰などと混ぜ合わせ、あるいは腐熟中の
肥料と混ぜ合わせて用いると、効果が大きく、作物
が病気などの障害を受けることがなくなるという。
これ以外にも、全国に分布する農書の中には、「川泥」
や「川砂」といった沖積物質を肥料として利用して
いる事例が多い。有薗 14）が、地域の農業景観を考え
る上での有効な資料として指定した農書の中で、河
川堆積物を肥料として利用する記述を抜粋し、表 1
にまとめた。これらの農書の記述からは、北は東北
から南は九州に至る日本各地で、河川堆積物が積極
的に田畑に施用されていたことが示される。

表 1　近世農書における河川堆積物の肥料利用の事例．

農書名 地域 成立年 表記名称 内容

耕作噺 15） 青森 1776 堰上げ土
堰泥

田に用いる土肥の素材の 1 つ．「秋生い」には土肥がよいとし，堰や溝
の泥，そのほか細かい砂地の土でもよい．

菜種作リ方
秋田 1780

泥糞 川や池の底泥を乾燥させ，下肥や灰などと混ぜ合わせる．菜種は勿論，
その他の作物に用いてもよい．

取立ヶ条書 16） 川・溝などの
砂泥

土が固くて肥料気のありすぎる畑に，乾燥したものを砕いて入れると
よい．

私家農業談 17） 富山 1789 川ごみ 冬から田への水路に水を通し，川底に溜まった泥を田に流し入れると，
よい肥料になる．

耕稼春秋 18） 石川 1707 土肥 用水路やどぶ川の泥をかきあげて乾かしたもの．植代前の田に配る．

農事弁略 19） 山梨 1787 川ごみ
川どろ

ムギ播きの後，川のごみや土をさらってきて，平らにならして置き，
上に馬屋に敷いたわらやごみなどをかさね，色々な作りあわせ肥をつ
くるとよい．

百姓伝記 20） 愛知 1680-83 ごみ・芥土 四季を通じて雨の後は，下流の田畑へ流れ込んだごみや芥あるいは土
などを取ってやせ地へ移す．

農家録 21） 愛知 1859 川泥
秋に川からすくいあげて乾かしておいたものを，春に田一面に撒き散
らす．田植え前に，泥をすくい上げて直に田に施してもよいが，場合
によっては虫が発生する．

家業伝 22） 大阪 1842 泥川等の肥土
菜種の肥料．泉州堺（現大阪府堺市）近傍では，これを多く施すので，
よく菜種ができる．この土砂は，大和川の付け替え工事によって，堆
積したものである．

耕耘録 23） 高知 1834 川底の浚泥 川底の泥土や田畑の畦土を，ごみと一緒に積み，間に柴や草を入れ重
ねて熟成させる．翌年の裏作ムギの肥料となる．

農業日用集 24） 大分 1760 川の洗い寄せ
の砂

土肥の材料．溝の泥か川岸に打ち寄せられた砂土を浚い上げ，日に乾
かして，混じり物を取り除き，よく砕いて，下肥をかけ積み上げてお
く．
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このように、かつての日本においては、河川の堆
積物は重要な自給肥料の 1 つとして認識されてい
た。ドロツケも、そのような認識の下で行われてい
た、農耕作業の 1 つである。ただし、その中でも特
異なほどに、大宮台地西縁部では、厚い土層が形成
されるまでの多大な時間が、この施行に費やされて
きた。この理由としては、当地の土壌が作物生産上
問題のある火山灰土壌であったことと、近隣で性質
の異なる沖積土が容易に入手できるような立地環境
にあったと推察される。作物生産上問題の多い火山
灰土地帯においては、沖積土を投入することで、特
に大きな土壌改良効果が得られたのである。

3．火山灰土畑への沖積土客土の効果

ドロツケによる火山灰土の改良効果は、主に 3 つ
挙げられる。第 1 が、火山灰土のリン酸固定力の減
少による、リン酸の可給性の増大である。火山灰土
の高いリン酸固定力は、準晶質ないしは非晶質のア
ルミニウム（Al）、鉄（Fe）粘土鉱物や、腐植結合型
Al、Fe などが多量に存在していることに由来する。
これらリン酸との反応性の高い成分は、活性 Al、
Fe と称されるもので、酸性シュウ酸塩可溶の Al

（Alo）、Fe（Feo）含量 25）によって、含量が推定される。
図 1 に掲載したドロツケ畑の土壌断面（北本市石戸
所在）の土壌の理化学性について、近隣に存在する
ドロツケ非施行の火山灰土（北本自然観察公園内の
コナラ林下の土壌）および沖積土（北本市荒井所在の
荒川河川敷休耕田）と比較した、筆者らの分析結果 26）

を図 3 に示した。火山灰土は、特に Alo が高い値を
示すが、沖積土の Alo 含量は火山灰土の 1/10 程度
である。このことから、荒川河川敷の沖積土は、火
山灰台地に隣接しているにもかかわらず、火山灰土

の混入の少ない土壌であることがわかる。このよう
な沖積土が客入されたことで、ドロツケ畑では、リ
ン酸固定に関与する活性 Al、Fe が減少した。図 1、
図 3 の 2A5 層は、ドロツケ施行以前の火山灰土質
作土層に相当し、それより上層は、沖積土と火山灰
土の混合した客土層である。図 3 では、2A5 層より
も上では上位層ほど、Alo、Feo がいずれも低い値へ
と推移している。この活性 Al、Fe 量の変化は、リ
ン酸の形態に影響を及ぼしている。可溶性の無機態
リン酸は、カルシウム（Ca）結合型（Ca-P）、Al 結合
型（Al-P）、Fe 結合型（Fe-P）の 3 型に分別定量され
るが 27）、このうち、Ca-P は、日本の酸性土壌にお
いて、最も植物への可給性の高い画分である。沖積
土のリン酸成分は、3 型がバランスよく存在してい
るが、火山灰土では、リン酸との結合性の高い活性
Al、Fe の存在により、ほとんどが Al-P、Fe-P で占
められ、Ca-P は存在しない。ところが、ドロツケ
を行った畑の客土層中では、Ca-P が存在し、より
活性 Al、Fe の少ない上層ほどその割合は大きい。
沖積土客土による活性 Al、Fe の希釈効果が、土壌
中のリン酸の可給性を改善したのである。

ドロツケの 2 つ目の効果は、Ca の供給および、
これに伴う酸性矯正効果である。火山灰土は、交換
性塩基に乏しく、表層の pH の低い酸性土壌である。
これに対し、沖積土は、塩基の中でも、特に Ca に
富み、中性～弱酸性の pH を呈する。このように沖
積土が多量の Ca を含むのは、荒川が秩父の石灰岩
地帯を湧水地とする、Ca に富む水質の河川である
こと 28）に由来する。多量の Ca を含有した沖積土が
投入されたことで、ドロツケ畑にも Ca がもたらさ
れ、土壌の pH は全層的に上昇した。

3 つ目の効果は、受食性の軽減である。火山灰土
は、固相部が少なく乾燥密度が小さいため、風によ

図 3　ドロツケ畑と火山灰土および沖積土の土壌理化学性 26）．
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って容易に飛散する。また、多孔質な構造は熱伝導
性の低さの原因となり 29）、冬季に霜柱が生長しやす
い。これに対し、沖積土は、乾燥密度が高く、しま
った構造をしているため、風食害、霜柱害ともに受
けにくい。ドロツケ畑においても、作土層の乾燥密
度は増大し、これにより、風食害、霜柱害は減少し
たと考えられる。

4．形成された人工土壌の考古学的転用の可能性

沖積土が肥料として投入し続けられた結果、当地
の畑には、厚い客土層を有する人工土壌が形成され
た。このように、長年の集約的な農業活動の結果、
自然土壌とは異なる土壌が形成されるとき、形成さ
れた土壌は、アンスロソル（Anthrosols）と呼ばれ 
る 30）。世界的にも有名な、インディアンの黒土と呼
ばれるテラ・プレタ（Terra Preta）や、北西ヨーロッ
パに存在するプラッゲン土壌（Plaggen soils）などが
その例である。特に、プラッゲン土壌は、その生成
過程がドロツケと類似している。プラッゲン土壌と
は、芝土（Plag：オランダ語）や河川流域の鉱物交じ
りの泥炭を採取して、家畜の寝床に敷き詰め、その
後、畑の肥料として利用するという、ヨーロッパの
伝統的なプラッゲン農法によって、形成された土壌
である 31）。プラッゲン農法は、中世期から、化学肥
料の流通する近代に至るまでの長きにわたり行わ
れ、その間、投入資材に含まれる砂が畑に堆積し、
有機物に富む厚い砂質土層が形成された。これらの
アンスロソルは、過去の農業技術の証明であり、ま
た内部に過去の土地利用や周囲の環境に関する情報
を内包しているため、人文科学と自然科学の両面か
ら学際的な研究が展開されている。

ドロツケにより形成された人工土壌は、プラッゲ
ン土壌と類似の形成過程を経ており、これと同様に、
考古学的な研究に転用することが展望できる。そこ
で、今後の人工土壌に関する文化土壌学的研究の方

向性を示唆するものとして、これまでにプラッゲン
土壌を用いて展開されてきた考古学的な研究の動向
を紹介したい。

プラッゲン土壌の研究体系の概要を図 4 に示す。
これらの研究の目的は、主に、プラッゲン施行の年
代解明と過去の土地管理形態、特に施肥技術の復元
の 2 点に集約される。脂肪酸分析は、土壌中に残存
する脂肪酸の構成から、過去に投入された排泄物の
動物種を同定するというもので、主に人間、豚、牛
などの排泄物の寄与について、土壌中のステロール
とスタノール、胆汁酸の構成によって推定されてい
る 32）。また、土壌有機物の安定同位体比（δ13C およ
びδ15N）は、投入資材の種類による同位体比の差異
を反映していると考えられており、安定同位体分析
も、投入資材の判定のためのツールとして利用され
た 33）。微細形態観察の手法は、土壌を樹脂で固めて
切り出した薄片を顕微鏡下で観察・記載するという
方法であるが、遺跡土壌の研究などでも広く用いら
れ、耕作が及ぼす土壌構造への影響や土壌中に残存
する炭化物、肥料に用いられた動植物残差などの遺
物の存在と分布を把握することができる 34）。土壌中
の花粉は、栽培作物や肥料として投入された植物資
材ばかりでなく、集落周囲に存在していた植物種の
情報も反映しているため、花粉分析は古環境の復元、
あるいは堆積年代の推定にも利用されてきた 35）。

プラッゲン施行の年代解明の研究は、1940 年代
より行われており、花粉分析や、放射性炭素（14C）
年代測定によって行われてきた 36）。とりわけ、土壌
有機物の 14C 年代測定は、分析対象が確実に土壌中
から入手できるため、プラッゲン土壌の年代推定に
も広く用いられてきた 37），38）。しかし、土壌有機物
は由来の異なる様々な有機物の混合体であるため、
その年代値を直接、プラッゲン施行の行われた年代
として解釈することには、しばしば疑問がもたれて
いる。近年、堆積物の新しい年代測定として注目を
浴びている光ルミネッセンス（Optically stimulated 

図 4　プラッゲン土壌を用いた考古学的研究体系．
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行地域に限らず、各地で起こっているものと考えら
れる。優良な農地土壌であり、かつまた、わが国の
貴重な文化遺産でもあるアンスロソルが、存在自体
が認識されないままに失われてしまう前に、土壌の
分類体系に、これらの土壌を位置づけ、その全国的
な分布域を把握して、保全する必要がある。分類体
系への位置づけには、アンスロソルの判定基準とな
る指標が求められるだろう。そのためには、まず、
歴史資料や民俗学的な報告事例をもとにして、土壌
形態に変化を及ぼしうる特異な農耕作業の報告のあ
る地域を選定して、その土地でのアンスロソルの存
在を調査することが重要である。ドロツケ施行地の
土壌の研究はその第一歩である。
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