広島城下町の形成と治水事業
西田ひかり
Ⅰ．研究の概略

放水路と旧太田川に分かれる．さらに旧太

1.はじめに

田川は,天満川,京橋川,元康川,猿喉川に分流

広島城は天正 17 年(1589 年)に,広島藩主

する．太田川デルタはこれら６つの川によ

えん こう

毛利輝元により築城され,毛利輝元,福島正
ながあきら

則,そして浅野 長 晟 をはじめとする浅野氏
が,約 280 年間にわたって支配してきた．広
島城は太田川河口のデルタ上に位置してい
るため,その地盤は低湿で軟弱である．さら
に,いくつもの河川が非常に近くを流れて
いるため築城当時から,いくども洪水の危
険にさらされてきた．(図 1,2)そのような不
安定で,危険な土地でありながら,広島城下
町は水運が発達し, 武士に加え,町人階層
も職業別に住むなど,主に商業,交通の中心
となり,西日本でも随一と言われるほどの
賑わいを見せていた. 現在でも,中国地方
の中心都市の一つとして繁栄している．そ

り形成されている(図 2)．

のような過去と現在の繁栄には,城下町周
辺の治水対策の成功が大きく関わっている
と考えられる．
そこで本研究では,広島城下町の形成に
あたってどのような治水事業,洪水対策が
とられたのかを,毛利輝元,福島正則,浅野長
晟の 3 人の治世ごとに考察していく．
2.調査地概要
調査対象地域は, 図 2 の四角枠に示した
広島県広島市内の旧広島城下町を範囲とし
た．広島城(写真 1)は,旧太田川とそこから
分流した京橋川,元安川の 3 つの河川の間に
位置している．また,広島城の周辺を流れる
川の源流は,廿日市市から流れる太田川で

図 1 広島県とその周辺の県,広島城の位置

ある．この川が広島市内に流れ込み,太田川
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図 2 調査対象地域詳細

これらの記述から,毛利氏は,水軍の拠点

□が調査地域

として太田川デルタの干拓事業を積極的に
行ない,それと同時に広島城築城のための
基盤を形作っていたことがわかる．

写真 1 広島城

Ⅱ．毛利輝元時代の広島城
以下では,天正 16 年(1588 年)から,慶長 5
年(1600 年)までの毛利輝元の治水・干拓事
業について,年代を追って検討していく．
1. 築城前の干拓事業
太田川デルタは毛利水軍(川内衆)の拠点
となっていたため,輝元が広島城築城を決
意する前から、大規模な干拓事業が行われ
じ

け

おおひろせ

か

じ つか

ていた．その結果、寺家・大広瀬・鍛冶塚・
べ

ふ

ざ いま

ひらつか

別府・在間・平塚といった複数の集落が形

図 3 財団法人広島市文化財団広島城 (2008)

成された(図 3)．具体的な干拓事業に関して
はぎ はんばつえつろく

は,『萩藩閥閲録』や『知新集』から見るこ
とができる．(広島市役所,1958) 輝元の祖父
である毛利元就は,弘治元年(1555 年)2 月に,
なりすけ

川内衆の有力者の一人であった山県就相に
対して,寺家で休堤と廿一人堤を,大広瀬で
十人堤を築き留めることができたら,それ
ら堤防内の土地を,諸種の課役を免除し知
行地として末代まで所持させることを約束
している．また同時期には東林坊(こちらも
川内衆の有力者)に,新堤を開発させている．
さらに,肥後堤・北野面堤・少堤・壹堤とい
し しど

った堤が, 河村氏・宍戸氏・桑原氏といっ
た水軍の武将に与えられており,太田川デ

図 4 毛利輝元時代の広島城下町(1595 年ごろ)

ルタ内には多くの堤防が造られていた．

(建設省中国地方建設局,1993)
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2. 築城における治水・干拓事業

備,元の川をそのままの形で利用した外堀

まず最初に行われたのは,城の北側を流

の開削,石垣を頑丈にするために施された

れる川の整備である。箱島(白島とも呼ばれ

工夫が挙げられる．

る)の一本木の先端で分流する,本川と神田
川(現在の京橋川)の川筋が定められた．また,

Ⅲ．福島正則時代の広島城
以下では,慶長 5 年(1600)から元和 5 年

本川と分流して城の北側を流れる川も整備
が加えられ,城北川と呼ばれた(図 4)．

(1619)までの福島正則による治水事業や洪

天正 18 年(1590 年)には,城の東側を流れ

水対策を,年代を追って検討していく．

る竹屋川(平田屋川)と城の南側から海に向
かって流れる西塔川が開削された(図 5)．こ
の堀川は,築城材料の運搬のために造られ
た(建設省中国地方建設局,1993)．また,城北
川は北側の,竹屋川は東側の,本川は西側の
外堀として用いられていた．元の川の流れ
をそのまま外堀として有効に利用している．
同 18 年から 19 年(1591 年)にかけて,石垣
や堀,土手などの土木工事が始められる．
『史跡広島城跡保存修理工事報告書』には,
工事の際の調査時に発見された,石垣に施
された工夫に関する記述がある(中國新聞
社,1990)．本丸や二の丸の石垣の基礎に,胴
木(松製の丸太)があるのがわかった．これに
より軟弱な地盤を強固にし,石垣の崩壊を
防ぐことができる．しかし,天守台の石垣の

図 5 福島正則時代の広島城下町（1619 年ごろ）

下には胴木は使われていない．これは,松は

（広島市立中央図書館,1990）

水中では腐りにくく丈夫であるが,地上で
は朽ちやすい性質があるからである．本丸

1. 正則による主な治水事業

や二の丸の石垣の基礎は水中に造られるた

正則が行った治水事業に関しては、
『芸陽

め松は適しているが,天守台の石垣は地上

記』から見ることができる(広島市役

に造られるため,腐りやすい松の丸太は不

所,1958)．年代は不明であるが,城北川の整

向きであったのだろうと考えられる．丈夫

備が行われている．城のすぐ北側を流れる

な城を築くために,築城材料にも配慮がさ

この川は,洪水の際城に最も直接的に被害

れていたといえる．

を及ぼす恐れがあったため,非常に重要な

以上が,築城の際に輝元が行った治水・干

治水事業とされた．その方法としては,川の

拓事業である．その大まかな特徴としては,

西口には樋門を設け流れる水の量を抑制し,

一本木の先端で分流する本川と神田川の整

東口には堤防を築き河水を堰き止める．こ
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れによって城北川は, 幅 18 間(約 32m),深さ

りに自らの秘蔵の名剣 8 本を埋めさせ,堤を

9 尺(約 3m)の堀へと姿を変えた．この外堀

修築させた．祠は,このときの剣霊を祀るた

化によって,城北川が城に被害をもたらす

めに建てられたものである．
また, 7 月 15,16 日の両夜,一本木では毎

ことはなくなった．
また,元和 3 年(1617 年)に城下町を襲った

年「雨夜躍り」が行われていた．一本木の

大洪水をきっかけに,正則は堤防の改修を

先端は水の勢いが強く,一本木と二股(現在

指示した．城を守るために堤防をどう造り

の牛田町)の周辺は常に水害の危険にさら

直すか,正則が家臣に意見を求めたところ,

されていたため,堤防の修築は頻繁に行わ

小姓組の二宮平八郎が,城郭側の堤防を 3 尺

れていた．堤防を強固にするため, 地元の

(約 1m)高くし,さらに対岸の堤防を 3 尺低

人々を集めて躍らせ,堤防上の土を踏み固

くすることで 6 尺の高低差をつけ,洪水時に

めさせたのが起源である．

は低い対岸の方に水を流れさせれば,高い

以上のことから,正則の治世から土木工事

方の岸にある城下町は守られる,と提案を

以外の治水事業が行われるようになり,そ

する．これは水越しの策と呼ばれ,後の時代

れに民衆も参加するようになったといえる．

にも用いられるようになる．しかし,この策
はあくまで城郭の保護を第一としたもので,
対岸への洪水対策は行われていない．さら
に,『嘉永 3 年(1850 年)広島水災記事』によ
ると,一本木の堤防をより頑丈にするため
に,石垣の石に穴をあけ,鉛を流し込んで石
と石を強固に繋ぐ工夫がされていることが
わかる(中國新聞社,1990)．
写真 2 八剣神社

正則の治水事業の大まかな特徴として,城
北川の外堀化による水害の危険の軽減,城
の保護を第一とする,水越しの策による堤

Ⅳ．浅野氏時代の広島城

防の改修を挙げることができる．

以下では,浅野長晟が広島藩に入封した
元和 5 年(1619 年)から,文献に治水事業に関

2. その他の治水事業

する記述が見られる文久 2 年(1862 年)まで

『知新集』には,河川の整備や堤防の修築と

の治水事業や洪水対策を,年代を追って検

いった土木工事だけでなく,その他の治水

討していく．なお,長晟入城以後,元和 5 年

事業に関しても述べられている．現在,白島

(1619 年)から明治 4 年(1871 年)までの 250

九軒町の土手に八剣大明神の祠がある．正

年間,浅野氏が 12 代にわたってこの地を治

則の治世中,この付近の堤防がたびたび決

めていたため,これをまとめて,「浅野氏」と

壊するので,人々は人柱を埋める計画を立

記述する．

てた．しかし正則はそれを諌め,人柱の代わ
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約 5000 戸,死者は約 5000 人に上るという,
非常に大きな被害が出た．藩はこの洪水を
うけて,まず堤防の修築を行った．正則が考
案した水越しの策に倣い,城郭側の堤防が,
対岸の堤防より 9 寸(0.3m)から 8 尺(2.8m)
高くされた．これは城郭近辺の川縁の 24 地
点で行われており,城の保護を最優先とし
た対策であるといえる．また,堤防を強固な
ものにするために, 長さ約 160m の堤防を
築くのに 798 把のシダと赤土が使われた
(中國新聞社,1990)．さらに,川の水がスムー
ズに流れるよう河道の曲折をなくし, 堤防
を直線化している．
以上から,浅野氏の治世中には数多くの水
図 6 浅野氏時代の広島城下町（1785 年ごろ）

害が起きていたこと,その復旧作業として,

（広島市立中央図書館,1990）

城を守ることを最優先とした堤防の修築,

1. 頻発する洪水とその復旧作業

そして堤防の強化と河川の直線化が行われ

浅野氏の治世中には洪水が頻繁に発生し,

ていたことを知ることができる．

城内,城下ともに多大な被害を受けた．『芸
藩通志』に,太田川流域における災害記録が
残されているが,記録に残っているだけで
もその数は約 66 回に及ぶ．その中でも, 元
和 6 年 (1620 年),承応 2 年(1653 年),寛政 8
年(1796 年),嘉永 2 年(1849 年),嘉永 3 年
(1850 年)の洪水は,非常に大きな被害をも
たらしたと記述されている(建設省中国地
方建設局,1993)．
とくに承応 2 年(1653 年)の大洪水後の復
図 7 承応 2 年洪水後の堤防修復図

旧作業は,堤防・護岸工事の中で最も大規模

(広島

に行われたとされており,注目に値する．

市,1983)

『玄徳公済美録 24 巻』には,この洪水の被

決壊した堤防を,・・・・線のように直線化し,城側

害規模とその後の復旧作業に関する記録が

の堤を対岸より高くした．

ある(広島市役所,1958)．これによると,この
洪水では,城郭の櫓 3 棟,門 1 棟,石垣 341 間,
大橋 9 ヶ所,堀 3 ヶ所などが崩壊,流出した．
城内は三の丸まで浸水し, 流出した家屋は
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で,一本木の先端にさらに石枠を造り,本川
と京橋川の両方に,均等に水が流れるよう
調整された．
寛永 5 年(1628 年)には,広島城下の川が埋
まるという理由から,太田川上流での砂鉄
採取のための「鉄穴流しの禁止」が定めら
表 1

太田川本川および各派川の両岸堤防の高さ

れた。

の差

寛永 9 年(1632 年),藩は「堤防取締令」が

城郭側の堤防が対岸よりもどのくらい高くなって

発布し,堤防の枠木や杭木,くり石を勝手に

いるかを示す．1～24 は,図 7 に対応する．

抜き取ること,堤防に勝手に杭を打ち込み

(建設省中国地方建設局,1993)

舟や牛馬をつなぐことなどを禁じ,堤防の
保護を命じた。

2.その他の治水事業

そして寛永 12 年(1635 年)8 月の町触れで

浅野氏の治世中には,輝元や正則の時代

は,洪水の際に橋の流失を防ぐため,流出し

には行われていなかった新たな治水事業・

た材木を勝手に自分の物にしてもよいとし

洪水対策が講じられるようになる(建設省

ている。

中国地方建設局,1993)．
おたてやま

年代は不明であるが,材木場,元安橋,京橋
おとめやま

その一つが「御建山・御留山の指定」で

の 3 ヶ所に,水の高さを示す量水標(水尺)が

ある．藩は,土質が良く材木の搬出に便利な

設けられた．これを元に,藩は「防水につき

太田川近辺の山を御建山に,そして土砂の

藩令」と「出水時の心得の定書」を発布し,

流出により崩壊しやすく傾斜の急な山を御

勘定奉行や藩士,町の役人に対して,洪水時

留山に指定し,御留山での材木の伐採を禁

にそれぞれの持ち場に出勤すべき水位とそ

じ,水害で崩壊しやすい山を保護した．

の業務内容を定めている．

また川筋の要所には,御建藪(藩有)・御留

正徳・享保年間(1711 年から 1735 年)に

藪(民有)という水害防備林も植えられた．こ

なると,「川掘り」が町民の手で行われるよ

れにより川の水が溢れた際,水の勢いを和

うになった．太田川の盛んな土砂の堆積作

らげることができた．さらに,これは竹藪の

用は川床を高くする．そしてそれは舟の運

場合が多かったのだが,緊急時にはそれで

航を妨げ,大雨の際には氾濫を引き起こす

柵を編み,堤防に打ち込んで補強する役目

原因にもなったため,定期的に川底の土砂

もあった．

を掻き出す作業が必要とされたのである．

『安田八十吉手記』からは,「水はねの石

また,『事蹟緒鑑』によると,川掘りは窮民の

枠」という新たな手法を見ることができる．

救済の手段や町の不況を打開するための祭

これは河流の水量を調節するために設置さ

りとしても行われていた．

れた．太田川筋の大芝付近に設けられた石

護岸工事は藩主導の事業として行われる

枠により,京橋川にのみ,太田川のほとんど

ものが多かったが,藩の財政が困難になる

の水が流れるようになってしまった．そこ

につれて,次第に民衆の手でも行われるよ
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うになった．例えば慶応 2 年(1866 年)3 月

あったと考えられる．

には, 京橋町の保田八十吉が稲荷町石垣堤

また, 三者に共通する治水事業の特徴と

防 180 間を自費で土盛りをしている．

しては,一本木(白島)周辺の治水事業が挙げ

これらの記録から,輝元や正則の時代と

られる．輝元は一本木の先端で分流する川

は異なる新しい治水事業が生まれているこ

筋を定め,正則は一本木先端の堤防をさら

と,堤防造りや堀の開削といった土木工事

に堅固なものに築き直し,浅野氏は洪水で

だけでなく,それらをカバーするようなソ

決壊した白島付近の堤防を再建築した．こ

フト面での治水事業が充実していること,

の三者の治水事業から,一本木周辺がかな

藩主導の治水事業から次第に民衆の手によ

り危険視されていたと分かる．

るものへと変化していることがわかる．

土木工事以外の治水事業と町民参加の治
水事業に関しては,正則の時代から両夜躍

Ⅴ．まとめ

や「八剣神社の縁起」などといった形で少

三者の治世中の治水事業,洪水対策につ

しずつ行われていた．さらに浅野氏の時代

いて比較するため,特徴的な治水事業を挙

になると,町民による川掘り,堤防の建設,水

げ,それがどの時代に行われていたかを以

尺の設置,「防水につき藩令」や「出水時の

下の表 2 に示す．

心得」の発布,鉄穴流しの禁止などが行われ,

表 2 輝元,正則,浅野氏の治水事業の比較

土木工事以外のソフト面での治水事業と町

それぞれの治世に行われた内容に○印をつける．

民参加の治水事業が積極的に進められた．

毛利輝元
堤防の建設

○

浅野氏

これらから,治水のための土木工事をカバ

○

○

ーするような対策が次第に進められ,それ

○

○

○

○

福島正則

と同時に,正則時代には両夜躍などでしか

洪水からの

治水事業に参加できなかった町民が,浅野

復旧作業
水越の策

氏の時代には自らの手で堤防を作り,川掘
りを行うまでに経済的に成長し,治水に関

一 本 木 鼻
(白島)周辺

○

○

する知識も豊富になっていることがうかが

○

える．

の治水事業

治水事業や洪水対策,干拓事業は年を経

土木工事以
外の治水事

○

るごとに効率的で有効なものに進化してい

○

る．

業
町民参加の
○

○

Ⅵ．おわりに

治水事業

太田川デルタという,低湿で軟弱な地盤
まず,水越しの策に関しては,これは正則

の上での築城工事は,まず島普請から始め

の時代に考案されたものであるが,これが

なければならず,さらに堤防や石垣の建設

浅野氏の時代にも用いられている．よって,

などにより,長い年月を要するものであっ

この方策が城を守るためにはかなり有効で

た．また築城後も,幾度も水害に悩まされ,
40

堤防や橋梁が破損するたびに修築を繰り返
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