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 This paper presents a set of numerical flow simulations to investigate the flood control ability of the Hyakken River 

channel which was constructed as a floodway of the Asahi River for preventing inundation of Okayama Castle in the 

17th century when the modern hydraulics had not been developed. Calculation conditions like the channel 

topography and the design flood discharge were estimated by comparing the old description about the channel with 

the numerical data obtained in recent days. The computation by using unsteady shallow water equations showed the 

results which correspond to the records of flood events of the day, and the results also suggested that the channel was 

designed very reasonably even without the modern knowledge of hydraulics. 
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１． はじめに 

 

戦国時代から江戸時代初期には，治水，舟運，新田

開発のために，各地で河川の付替え，運河の開削，用水

路の整備が行われた 1)．当時可能であった工事は現代よ

り小規模であり，そのために却って現代でも参考になる

創意工夫がなされた．明治以降の近代的河川改修により

水路の規模や形状がかなり変わった河川も多いが，中に

は藩政時代の姿が色濃く残されているものもある．本研

究の対象である百間川はそのような河川のひとつである． 

百間川は，岡山城下の水害を軽減するために，旭川

の放水路として江戸初期に築造された 2)．その構造は熊

沢蕃山が提案した「川除けの法」に基づき，津田永忠と

その配下により児島湾干拓と併せて計画・施工された．

川除けの法とは，越流堤（荒手）と放水路（荒手川）を

組み合わせて洪水の一部を海に直接放流する施設の総称

である．百間川の施設の一部は江戸後期と明治以降の出

水で破損し，多少異なった形で修復されたが，基本形状

は現在でもそのまま残されている． 

ところで現代の放水路計画では，まず上流からの流

量を設定し，下流河道の疎通能力を勘案して分流量を定

め，越流堰と放水路河道を設計する．すなわち設計の基

本量は流量である．しかし“流量という概念”は明治以

降に外国人技術者によって導入されたものであり，江戸

時代には存在しなかった 1)．当時は，河道疎通能力が

“流水断面積（水坪）”に比例すると考えられ 2)，その

結果，対象洪水の約半分が旭川から百間川に流入すると

信じられていた．この考えは明らかに誤りである． 

では百間川の実際の洪水処理能力はどれほどのもの

だったのか．今本ら 3)は当時の洪水規模を種々の試行計

算から推定し，歪模型による水理実験から旭川の洪水疎

通能力と百間川分流量を検討している．この研究は水理

学のみならず土木史研究という観点からも高く評価でき

る．ただし模型設置スペースの制約から検討範囲は分流

工周辺に限られており，また定常流実験であったために

“計画的な荒手の破堤”という百間川分流工の一つの特

長が十分把握されていない． 

そこで本研究では，旭川と百間川の全区間を含めた

数値シミュレーションにより，百間川への分流特性を検

討した．百間川流頭部の越流堤は土堤であり，越水によ

り崩壊する計画であった．また百間川敷地は常時は農地

として利用され，流頭部の土堤崩壊の後に湛水するので，

遊水地的な性格を併せ持った放水路であった可能性があ



 

 

る．そこで本研究では非定常数値シミュレーションによ

り百間川の洪水調節特性を検討した． 

百間川築造の経緯は岩崎4)などいくつかの論文に述べ

られているが詳細については諸説ある．また記述が必ず

しも定量的でないため，数値シミュレーションに用いる

地形条件や水理水文条件は明確でない．本研究の眼目は，

築造当時の状況に関する資料と現在の数値的資料を対応

させて諸条件を推定した上で百間川の洪水調節機能を定

量的に明らかにすることである．  

なお以下では文献に記載される旧単位（尺、間）での

数量と現行単位（m）での数量を併記するが，特に記載

のない場合は1尺=10/33≒0.30m，1間=6尺≒1.8mである． 

２．旭川・百間川の河道形状 

 当時の図面は全て絵図であるため，河道断面形状など

はわかっていない．本節では谷口ら2)が過去の主要な調

査研究をもとに取りまとめた百間川築造の経緯を参考に，

現状河道の測量結果をもとに数値計算に使用する河道形

状を決定した． 

 

(1) 百間川築造の経緯 

 図-1に現在の旭川および百間川の流路を模式的に示す．

また図-2は「旭川東部絵図」と「上道郡荒手川筋絵図」

をもとに描いた百間川完成時の対象地域の様子である．

これらの図を用いて百間川築造の経緯を述べる． 

a) 天正・慶長年間 

 戦国時代以前の旭川は現在の百間川分流点から西川原

と東川原の間を通り岡山城付近から現在の流路をとって

いたとされるが（図-1の点線）9)，治水地形分類図によ

ると東川原の南を迂回していた可能性もある（図-1の一

点鎖線）．宇喜多秀家治世下の岡山城大改築（1590～

1597）において防衛上の観点から現在の流路に付替えら

れたが，城下で川幅が狭く屈曲していたため，たびたび

水害が生じるようになった．また上流の鉄山稼行による

河床上昇も水害の一因であったと言われている．特に池

田家治世の承応3年（1654）の出水では，城下町の家屋

の被災率は40%程度に達したと記録されている． 

b) 寛文年間 

承応3年の水害の後，熊沢蕃山により「川除けの法」

が提案され，寛文年間に津田永忠の指揮により百間川

（別称荒手川）の施設が順次築造された．寛文9年

（1669）には図-2で「一の荒手」と書いた部分の堤防

（竹田新堤）を切欠いて荒手（越流堤）とした．当初は

360間（約650m）という長大な荒手が計画されたが，実

際の施工状況は不明である．この荒手は土堤であるため

越水により破堤するが，「二の荒手」と書いた部分を含

む旧堤（中島土手）が二線堤となり，その間が遊水地に

なったと考えられる．さらに大きな出水では中島土手を

越流して上道郡一帯に氾濫することになる． 

そこで越流水を束ねるために，寛文10年（1670）に現 

 
図-1 旭川および百間川の平面図 

 

 
図-2 近世の百間川周辺の様子 

 

在の百間川の敷地を囲うように自然堤防や旧堤を連ねた

請堤（導流堤）が築造されたが，貧弱な堤であったため

度々決壊した．その結果，城下の水害は軽減されたもの

の上道郡の湿田の被害は増加した．そこで上道郡から荒

手の嵩上げがたびたび嘆願され，治水工事のあり方につ

いての論争が絶えなかった． 

c)貞享年間 

貞享 3 年（1686）に荒手を 3 段にして水勢を弱め土

砂溜めの機能をもたせるとともに請堤を強化する工事が

行われ，現在の百間川の骨格が形作られた．その全容を

「旭川東部絵図」に見ることができる．また荒手の構造

が文化 11 年作成の「荒手見取絵図」に示されている．

この時には「一の荒手」が 2つに分割されている．それ

ぞれの水越部の幅は 70 間（約 130m）で，周辺地盤か

ら高さ 6 尺（1.8m）の土堤であった．二の荒手は高さ 6

尺の石張りで，常時は天端に 1尺盛土されていた．水越

幅は 61.5 間であったが，導流堤の間隔は 100 間あり，

これが実質的な水越幅であったと考えられる．三の荒手



 

 

も石張りだったが，明治 25 年の出水で流失し，見取り

図等もないので構造は不明である． 

荒手川は平地に請堤を盛土しただけのもので，敷地は

従来の地盤のままであったと思われる．また常時は耕作

が行われ，洪水放流のあった年には「加損米」により損

害補償された．また東西に走る道路や水路の部分の請堤

は切り欠かれており，洪水時は角落しで閉塞された． 

d)児島湾干拓による海岸線の移動 

寛文年間以前の海岸線は操山の南麓に沿っていたが，

寛文3年（1663年）に松崎新田，同7年に金岡新田，延宝

7年（1679）に倉田三新田が干拓により開発された．当

時の絵図と現在の地形図を対比させた結果，海岸線は現

在の河川距離標で旭川3.0KP，百間川3.0KPまで移動した

と推定された．また元禄9年（1696）には沖新田が開発

され，海岸線は現在とほぼ同じ位置になった．百間川お

よび以前からある中川と砂川の排水のために，百間川流

末に大水尾という広大な湛水域が残され，石樋や唐樋に

より効率的に排水された． 

 

(2) 計算河道の構造と形状 

 本研究では百間川の骨格が形成された貞享3年の状況

で数値シミュレーションを行うが，前述したように当時

の河道状況に関する数量的情報はほとんどない．そこで

岡山河川事務所から提供された平成25年度測量結果と前

節に述べた情報を参考にして数値シミュレーションに用

いる河道の構造と形状を定めた． 

a) 旭川河道形状 

 50～200mおきの河道断面図を内挿して用いた．ただ

し後楽園東側の水路は昭和14年の河川改修までは存在し

なかったことがわかっているので削除した．また寛文か

ら貞享年間には鉄山稼行により河床が上昇気味であった

といわれているが，その程度は不明であるため考慮しな

かった．海岸線は倉田三新田の外縁（図-1参照）にあっ

たと考え，河口位置を現在の旭川3.0KPとした． 

b) 荒手の構造 

 一の荒手の上流側水越の諸元は2.(1).c)に述べた形状

とし，水越中心の位置は現存する荒手位置と同じ旭川

12.0KPとした．下流側水越は現存しないが上流側水越と

同じ構造と仮定し，中心位置は谷口ら2)を参考に旭川

11.4KPとした．また天端標高は，現状の旭川左岸堤の切

欠部の縦断図よりT.P.6.9mとした．二の荒手の石張り部

分は2.(1).c)に述べた形で現存しており，天端標高は

T.P.6.5mである．数値計算ではこれに0.3m（1尺）の余

盛を加えた．三の荒手の諸元は不明だが，ここでは二の

荒手と同じ構造とし，現在の高水敷から1.8m（6尺）の

高さに天端があるものとした． 

c) 百間川河道 

現在の百間川左岸堤と旭川東部絵図の請堤の平面形

状はよく似ているので，堤防位置は現在と同じと考えた．

ただし同絵図では操山沿いに右岸堤がないので，その部

分は山付きとした．また河口は倉田三新田外縁である

3.0KP とした．断面形については，図-3 に例示する平

成 25年度測量の断面図から以下のように推測した． 

現在の百間川は複断面となっているが，高水敷と堤

内地盤はほぼ等しい．前述したように百間川は平地上に

請堤を盛土したもので，現在の低水路は存在しなかった

と考えられる．図-4 は高水敷高と堤内地盤高の縦断図

である．図中の★は倉田三新田開発前の海岸線位置であ

り，高さは平潮位（T.P.0.25m3)）にプロットしてある．

また■は一の荒手天端と二の荒手石張り部天端から

1.8m（6 尺）下がった地盤高を示している．この図にお

いて高水敷と堤内地盤の低い部分を連ねると，ほぼ一定

勾配の線が見える．そこで百間川敷地高を赤線のように

仮定した．なお百間川請堤の当時の高さは，岡山河川事

務所の資料によると約 3m（10 尺）程度であったと考え

られている． 

 

 
図-3 現在の百間川断面形：(a)12.0KP(操山より上流)，

(b)10.0KP(操山北側)，(c)5.5KP(倉田三新田開発前の海岸

線)，(d)2.0KP(倉田三新田外縁). 

 

 
図-4 百間川縦断地形 



 

 

３．数値シミュレーション 

 

(1) 計算方法および計算条件 

a) シミュレーションモデル 

 三角形非構造格子による浅水流津波計算モデル5), 6)を

用いた．三角形非構造格子は不規則な水際線を表現しや

すいという特徴がある．また同津波モデルでは陸面への

水際の移動も定式化されている．詳しくは参考文献を参

照されたい．なお本論文では荒手を超える流量を本間公

式7)により算出した．一の荒手と二の荒手余盛部の天端

の仕上げは不明だが，延宝3年(1675)に芝を置いたとの記

録があることから貞享の改築でも芝が張られたと考えた．

芝堤の耐越水強度については，土木研究所で行われた堤

防越水実験8)の結果を参考に，越流水深20cmに達すると

6尺/30分（0.36m/min）の速度で堤高が減じるものとした． 

b) 水理条件 

「公儀之御届留（岡山藩から公儀への報告）」によると

京橋地点の高水位が常時の水位から 15 尺上がると城下

に被害が出始め，それ以下だと概ね無被害であったとさ

れている．また 14 尺になった時には百間川に流れてい

たという記録がある．加えて百間川施工後は 14 尺から

16 尺の出水の頻度が高いことから 2)，京橋水位が 14 尺

程度で一の荒手付近の水位が天端を超えたと考えられる．

岡山河川事務所の検討によれば京橋地点の 15 尺は

T.P.4.5m に相当している 9)．そこで京橋水位が T.P.4.2 m

の時に一の荒手の水位が T.P.7.3m（天端高）になると仮

定した． 

蔵知が作成した旭川洪水年表 2)で記述が密に行われて

いる貞享元年（1684）から宝暦元年 (1751)の 68 年間に

おいて京橋水位が 14 尺（T.P.4.2m）を越えた回数は 10

回であり，超過割合は 15%であった．一方，昭和に

なってからの旭川基準点の年最大流量を対数確率紙にプ

ロットすると図-5 のようになり，対応する頻度の流量

は 2500m3/s程度である．しかし明治 23年に開始した岡

山での雨量観測によれば，年最大月雨量が図-6 に示す

ように変化しており，明治時代の雨量は最近より少な

かった．試みに雨量と同じ比率で縮小した明治期の流量

は 2200m3/s 程度である．一方，今本ら 3)は不等流計算

（粗度係数は不明）により京橋水位が 15 尺となる旭川

流量を 1500～2000m3/sとしている． 

以上のように百間川分流開始流量を一つの値に決め

ることは容易でないが，ここでは上記の数値をまるめて，

旭川流量が 2000m3/s になると京橋水位が T.P.4.2m（14

尺）に達し，この時に一の荒手で越水が始まるものとし

た．この条件で粗度調整を行った結果，マニングの粗度

係数 nは 0.028となった．前野ら 10)は中州や高水敷に植

生が繁茂した状況での旭川の流れを数値計算で検討する

際に，低水路で n=0.028，中州・高水敷で n=0.032 とし

ており，低水路の値が本研究で仮定する値と同じである． 

 
図-5 年最大流量の頻度分布 

 

 
図-6 年最大月雨量 

 

貞享年間の旭川は河床が上昇気味で植生はあまり繁茂し

ていなかったと考えられるので，本研究で仮定する粗度

係数は概ね妥当と思われる．なお百間川は耕作地であり，

ここでは文献 11)から n= 0.035とした． 

不定流計算を行う波形については，今本ら 3)にならい，

現在の旭川改修計画の基本高水ハイドログラフを伸縮さ

せて作成した．ピーク流量（Qp）は 2400, 2800, 3200, 

3800 m3/s として，百間川の洪水調節能力を段階的に検

討した．それぞれの発生頻度は，図-5 から 1/6.1, 1/8.7, 

1/12.2, 1/20.0 となる．なお隣接する高梁川（流域面積

2606km2）において明治 44 年改修で採用された比流量

は 2.65m3/s/km2であったが 1)，これを旭川流域にそのま

ま適用すると約 4700 m3/s が得られる．この値は大水害

が発生した昭和 20 年の枕崎台風の際の流量とほぼ同じ

であり，江戸時代の旭川・百間川の検討には過大である

と考えられた．なお河口水位は旭川，百間川とも小串で

の平均潮位（T.P.0.25m3））を与えた． 

 

(2) 計算結果 

図-7(a)～(d)に 4 ケースにおける京橋水位（青）お

よび一の荒手の水位（赤）を，図-8(a)～(d)に分派後の

本川流量（青）と百間川流入量（赤）を示す．なお点線

は百間川への分派がない場合の値である．また洪水ピー

ク（t=9hr）を含む 4 時点での百間川の水位縦断形を図-

9(a)～(d)に示す．京橋水位が 4.2m に達すると（図の

(a)で t=7.5hr，(d)で t=6.5hr付近）一の荒手の水位が上 



 

 

 
図-7 計算結果（京橋水位と一の荒手水位）：(a)2400m3/s，(b)2800m3/s，(c)3200m3/s，(d)3800m3/s 

 

 
図-8 計算結果（旭川流量と百間川分派量）：(a)2400m3/s，(b)2800m3/s，(c)3200m3/s，(d)3800m3/s 

 

流側水越で 7.3m，下流側水越で 6.9mとなって分流が始

まる．この時の流量は 2000m3/s 程度である．また水位

がそれより 0.2m 上昇すると水越部が破壊し始める．こ

の時の流量は約 2100m3/sである． 

京橋水位がT.P.4.5m（15尺）を超えると城下で水害が

発生するが，Qp=2400m3/s ではこの水位以下であり，

Qp=2800 m3/s ではピーク水位がちょうど 4.5m になる．

Qp=3200m3/s になると T.P.5.0m に達するが，百間川分流

がないとすると T.P.5.4m（18.尺）である．記録によれば

享和元年(1801)と嘉永 5年(1852)に京橋水位が 18尺に達

した際には城下で大災害となっていることから，百間川

による水位低下の効果は大きいと考えられる．流量波形

を見ると，これらの流量条件における分流量の最大値は

一の荒手を越流し始めたときに生じ，その後は安定して

いる．一方 Qp=3800m3/s では京橋ピーク水位が T.P.5.4m

まで上昇している．このとき百間川への分派量の第 2

ピークは一の荒手の破堤時の第 1ピークを上回っている． 

図-9 に示す百間川の水位縦断図では三の荒手が支配

断面となり，そこより下流は 2m 弱の一定水深を保ち上

流側から順次湛水する．Qp=3200m3/s までの 3 ケースで

は，流量ピーク時（t=9hr）に湛水部先端が下流湛水部

（潮位 0.25m）に達していないが，Qp=3800m3/s では背

水が始まっており，また三の荒手で潜り越流に近い状況

になっている．このため Qpが 3800m3/s を超えると分派

能力が減少すると考えられる．図-10 に旭川流量ピーク

時における百間川の分流比の計算結果を示す．Qp＝

3800m3/s までは線形に増大するが，そこから頭打ちに

なることがわかる．なお江戸時代の計算法では分流比は

1:1 程度と考えられていたが，実際には 0.2 以下である．

しかしそれでも岡山城下の水害をかなりの程度減少させ

たことは明らかである． 

前述したように百間川請堤の地盤からの高さは 3m

（10 尺）程度であったと考えられるので，Qp=3200m3/s

において二の荒手部分の請堤が越流破壊することになる．

したがって上道郡一帯に氾濫する可能性が高い．また百

間川を横切る道路や用水路は臨時に角落しで閉塞される

が，水位が上昇するとこの部分が水圧で破損することも

十分考えられる．以上のことをまとめると，岡山城下で

災害が拡大する前に上道郡側への氾濫が始まっていたの

ではないかと推測される．ただし「公儀之御届留」には

城下および城中の災害の記載はあるが上道郡側での水害

についてはほとんど記述されていない．しかし宝永年間

（1703～1711）には百間川沿い 12 村に対して大幅な減

免がなされたほか種々の便宜が与えられていることから
2)，上道郡の水害は城下に比べて激しかったものと推察

される． 



 

 

 
図-9 百間川水位縦断図：(a)2400m3/s，(b)2800m3/s，(c)3200m3/s，(d)3800m3/s 

 

 
図-10 各種洪水流量時の分流比 

 

４．おわりに 

 

百間川に関する藩政時代の資料を分析した研究はいく

つかあるが設計寸法などの数値データはほとんどない．

また当時は流量という概念がなく現在とはかなり異なっ

た考えで河道設計がなされており、水理学的検討に必要

な諸条件も明確でない．そこで本研究では百間川築造に

関わる資料と現在の数値資料を組み合わせて設計条件を

推定した上で洪水調節効果を検討した．その結果，全体

として見たときに，流量，水位，河道体積および水害の

程度との間にある程度合理的な解釈が可能になり，この

施設が近代まで存続した根拠が示されたと言える． 

江戸時代には現代のような施工機械は存在せず工事規

模は小さかったが，却って水害を減少させるために実現

可能な手段を組み合わせる発想は優れていた可能性があ

る．現代においても可能な工事規模を超過する外力への

対処は重要な課題であるが，それが江戸時代にはより身

近な問題として存在した．そういう意味で百間川を始め

とする江戸時代の治水方式には現代でも参考になる点が

多いのではないかと考えられる． 
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