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都心部山都心部山都心部山都心部山のののの手手手手のののの地形地形地形地形とととと街並街並街並街並みをみをみをみを体験体験体験体験するするするする                                                配付資料:2015.1.28    

東京メトロ銀座線虎ノ門駅下車 11 番出口を出て、霞が関コモンゲート中央広場に 12：45 集合、13：00 出発 

14：45 頃に六本木駅（東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線）で解散予定。約 4．5km。 

 

霞霞霞霞ケケケケ関関関関    霞霞霞霞ヶヶヶヶ関坂関坂関坂関坂 地名の由来には諸説あり、古くは日本武専が蝦夷に備えて設けたもので、雲霞を隔てる地であったことからつ 

 けられたと言われる。その後、江戸期以前、荏原郡の東境にあった奥州路の関所の名となった。江戸期以降は、霞ケ閑坂として 

 坂名になった。1872 年〈明治 5）に、東京府の地名として「霞ケ閑」となり、1967 年（昭和 42）の地名変更により現在の「霞 

 が閑」となる。地下鉄の駅名は現在も「霞ヶ閑」。 

潮見坂潮見坂潮見坂潮見坂 徳川家康入府以前は日比谷公園のあたりに日比谷入江があり､眼下に海を望むことができたためにつけられた名。 

日比谷入江が埋め立てられた後でも、築地、勝圃方面の海を望めたのはないかと思われる。 

三年坂三年坂三年坂三年坂 裏霞ヶ関と三年町の間の坂。三年坂の名は三年町から来ているらし vl が、三年町の由来は未把握。別名は淡路坂。 

 

虎虎虎虎ノノノノ門門門門 江戸城の南端（現在の虎ノ門交差点附近）にあった門（虎御門）の名前。1874 年（明治 6）に門が撤去された後も、近隣 

 地域の俗称として使われ、交差点名や都電・地下鉄銀座線の駅名となった。1949 年以後は地名にも使われている。 

虎虎虎虎ノノノノ門駅門駅門駅門駅 1938 年（昭和 13〉銀座線虎ノ門駅開業。 

 

 

外堀通外堀通外堀通外堀通りりりり 明治期の東京市区改正により、計画・建設された道。1903 年（明治 36）市区改正新設計を策定。日露戦争後の 1906 年 

〈明治 39）に外債を募集し、以降、急速に整備を進め、1914 年（大正 3）ほぼ新設計どおり完成した。 

桜田通桜田通桜田通桜田通りりりり 国道 1 号の桜田門交差点から西五反田 1 丁目交差点までの通称。中世以前からある古道で､徳川家康によって江戸 

時代の東海道が整備されるまでは江戸から西への街道く小田原街道、中原街道）だった。 

新橋新橋新橋新橋 汐留川〈新橋川）に架かっていた東海道の椿「新橋」に由来。（現在の中央区銀座八丁目交差点南側） 

 

 

霞霞霞霞がががが関関関関コモンゲートコモンゲートコモンゲートコモンゲート 旧文部科学省、会計検査院、金融庁を中心とした複合再開発ビル。2007 年竣工 

 東館：33F・B2F、高さ約 157m。文部科学省、会計検査院。 西鶴：38F・B3F、高さ約 176m。金融庁、オフィス・店舗等。 

旧文部省庁舎：旧文部省庁舎（1933 年竣工）を部分的に保存し、改装・耐震化した 6F 建ての施設。文部科学省、文化庁が入居。 

 建設時に江戸域外堀の石垣が発掘され、旧文部省庁舎中庭の地下で遺構が展示されている。 

霞霞霞霞がががが関関関関コモンゲートのコモンゲートのコモンゲートのコモンゲートの大階段大階段大階段大階段 39 段 晦 9．Om 高低差約 5．9m 長さ約 16．8m 蹴上 15cm 踏み面 40cm 傾斜 210 

 

 

霞霞霞霞ヶヶヶヶ関関関関ビルディングビルディングビルディングビルディング（霞が関ビル〉 1968 年（昭和 43）完成。36F・B3F、軒高 147m、最高高さ 156m 

  耐震設計として柔構造を採用した日本初の超高層ビルとして知られる。日本では 1919 年（大正 8）に制定された旧建築基準法 

 以来、31m の高さ制限（百尺規制）があったため、当初は 9F 建ての計画だったが、1962 年（昭和 37）の建築基準法改定で、高 

 き制限が撤廃されたため、高層ビルへ計画変更された。竣工当時は 36F に展望台があったが、90 年代にオフィスに改装。竣工か 

 ら 40 年以上が経過しているが、継続的に汀化など設備のリニューアルがされている。 

  霞が関ビルの総容積は約 52．4 万 d。東京ドーム（約 124 万 d）が竣工する前は「霞が閑ビル何杯分」という表現がよく使われ 

 た。また、霞が閑ビル竣工以前は、建て替えられる前の丸ビル（丸ノ内ビルヂング・約 26．2 万 d）が容積を表現するものとして 

 よく用いられていた。ちなみに、1 東京ドーム≒2．4 霞が閑ビル≒4，7 丸ビル 

 

金刀比霜害金刀比霜害金刀比霜害金刀比霜害  拝殿・幣殿（東京都選定歴史的建造物）、鋼鳥居〈1821 年（文政 4）・港区指定有形文化財） 

1660（万治 3）  讃岐丸亀藩の藩主京極高和が芝・三田の江戸藩邸に金毘羅大権現を勧請。 

1679（延宝 7〉  丸亀藩江戸藩邸の移転とともに現在の虎ノ門に遷座。 

1951（昭和 26） 拝殿と幣殿を再建。設計校閲：伊東忠太。檜造り、銅板葺きの樺現造り建物。 

1983〈昭和 58） 本殿を再建 

2004〈平成 16） 虎ノ門琴平タワーが竣工。 

 

虎虎虎虎ノノノノ門琴平門琴平門琴平門琴平クワークワークワークワー 地上 26Ⅰコ、地下 3F、塔崖 lF、鉄骨造・一部 SRC 造 高さ：115．2m 設計：臼建設計 

 

日本基督教団芝教会日本基督教団芝教会日本基督教団芝教会日本基督教団芝教会 1874（明治 7）築地に創立、1878（明治 11）芝区に移転、1936（昭和 11）現在地に現会堂を建立。 

 第二次大戦中強制疎開で渋谷区松涛に一時移転、現会堂は空襲で一部破損。1946〈昭和 21）改修し、現在に至る。 
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赤坂赤坂赤坂赤坂川川川川    （（（（鮫川鮫川鮫川鮫川）））） 甲州街道・新宿通り南側の鮫河橋谷と呼ばれる谷から流れ出し、新宿区若葉三丁目の谷、南元町の千日谷 

からの流れを合わせて、赤坂御用地に至り、赤坂見附付近で外堀に注ぎ、溜池を経て、浜離宮わきから東京湾に流れ出て 

いた川。 昭和 3 年頃に埋め立てられて、現在は下水道。 

桜川桜川桜川桜川 汐留川（外濠）から西新橋 1 丁目交差点付近で分かれ、南に流れ愛宕下で赤坂川と合流する。その後、真福寺、愛宕神社、 

 青松寺の門前を南下し、芝公園 3 丁目交差点で東に折れ、日本赤十字社の東側で宇田川(浜離宮方面へ流れる川)を分流する。 

 その後、南へ折れ、芝神明宵の西側を通り、芝大門の前を流れ、古川に合流する。関東大震災後の帝都復興期に暗渠化された。 

 

虎虎虎虎ノノノノ門門門門ヒルズヒルズヒルズヒルズ（環状 2 号線新橋・虎ノ門地区第 2 種市街地再開発事業 3 街区） 

  52F・RIF・B5F、高さ 255.5m。 構造：SRC・RC・S。2014 年完成。地下部に環状 2 号線が通っている。 

1～4F：店舗、4～5F：カンファレンス、6～35F：オフィス、37～46F：共同住宅 172 戸、47～52F：ホテル 168 室。 

東京都都市計画道路環状東京都都市計画道路環状東京都都市計画道路環状東京都都市計画道路環状 2222 号線号線号線号線（（（（俗称俗称俗称俗称マッカーサーマッカーサーマッカーサーマッカーサー道路道路道路道路））））    

  戦後の戦災復興都市計画で計画された環状 2 号線の一部区間。商業地として価値が高かったため、決定後 60 年以上事業化 

 されなかったが、1989 年に、道路の上下に建物を建築したり、道路と一体構造の建物を建てることを可能にする「立体道路制度」 

 が創設されたことから、2003 年に汐留から溜池までが全て地下で事業化され、2014 年に開通した。「マッカーサ一道賂」とも 

 呼ばれたが、マッカーサー及び GHQ は計画に全く関与していない。占領期に計画が立案されたため、GHQ が 100m 幅の道路 

 を造ろうとしているという噂が立ち、俗称が付いてしまったという。計画地では恒久的な建物の建設が認められないため、この 

 一角だけは木造やプレハブの二階建てが建ち並ぶ状況が続き、新椅駅付近では近年まで戦後の露店の雰囲気を残していた。 

    

    

愛宕愛宕愛宕愛宕山山山山・・・・愛宕神社愛宕神社愛宕神社愛宕神社 江戸時代から愛宕山は、武士たちの間の信仰と、山頂からの江戸市街の景色のすばらしさで有名だった。 

 『鉄道唱歌』の第１番にも「愛宕の山」と歌われている。標高約 26m（三角点 25.93m）。国土地理院の地図に山として記入され 

 ているものの中では都内で最も低い。ただし、山と呼ばれるものでは飛鳥山などの方が低い。北区は飛鳥出を地図に記入して 

 貰って最低高さの山としたかったが、記入するスペースがないとして、国土地理院の地図には記載きれていない。 

  山上にある愛宕神社は、1603 年創建。もともとその後に建設される江戸の防火のために徳川家康の命で祀られた神社だった 

 が、「天下取りの神」「勝利の神」としても知られ、各藩武士たちは地元へ祭神の分霊を持ち帰り、各地で愛宕神社を祀った。 

 桜田門外の変で井伊直粥を襲った水戸藩の浪士達もここで成功を祈願してから江戸城へ向かったという。 

 

愛宕男坂愛宕男坂愛宕男坂愛宕男坂（（（（愛宕石坂愛宕石坂愛宕石坂愛宕石坂・・・・出世出世出世出世のののの石段石段石段石段）））） 江戸時代・増上寺参拝の折に徳川家光が山上にある梅が咲いているのをみて、梅の枝を馬 

で取ってくる者は いないかと言ったところ、讃岐丸亀藩の家臣（曲垣平九郎）が馬で石段を駆け上がって枝を取ってくることに 

見事成功し、馬術の名人として全国にその名を轟かせ出世した、という逸話から来ている。明治以降も 4 人が馬に乗ってこの石 

  段を上ったという記録が残る。 

  86 段、幅約 6m、高低差約 20m、長さ約 28m、蹴上 22～24cm、踏み面 31～36cm、傾斜約 370    「東京の階段」 P．156 

愛宕女坂愛宕女坂愛宕女坂愛宕女坂 愛宕男坂の石段下から右へ上る参道。男坂より段数が多く長い。その代わり少し傾斜が緩やか。 

神社北側の料理屋、菜根の前に出る。2009 年に手摺を改築。 

  107 段、幅約 3m、高低差約 20m、長さ約 40m、蹴上 11～17cm、踏み面平均 40cm、傾斜 15～23°    「東京の階段」P．160 

愛宕西参道愛宕西参道愛宕西参道愛宕西参道 105 段、幅不規則、高低差約 18m、長さ約 60m、蹴上 16cm、踏み面 26/31cm、傾斜 27/32°「東京の階段」P．158 

愛宕紳社北参道愛宕紳社北参道愛宕紳社北参道愛宕紳社北参道 64 段（上 39/下 25）、幅 1.5～4.0m、高低差約 18m、長さ約 40m、蹴上・踏み面不規則  「東京の階段」P．159 

愛宕新愛宕新愛宕新愛宕新道道道道 北東側から反時計回りに山を登り NHK 放送博物館前に至る坂道。山上への車はこの道を使う。 

愛宕山新愛宕山新愛宕山新愛宕山新登山登山登山登山道道道道 青松寺境内からフォレストタワー裏側を廻り、愛宕トンネプレ上部を越えて山上に至る。 

 境内から 81 段上り、墓地裏のデッキを通り、21 段下り、愛宕トンネル上部を渡り、64 段上る。 

 

愛宕山愛宕山愛宕山愛宕山エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター 愛宕山は、以前は階段で上るか、別ルートで車で上るかしかできなかったが、愛宕グリーンヒルズ建設に伴 

 いエレベーターが建設され、障害者、高齢者などでも容易に参拝することができるようになった。 バリアフリーになったのは 

 有り難いことだが、出の裏の垂直のタワーと丘へ延びるブリッジは不思議な景色。 

愛宕愛宕愛宕愛宕トンネトンネトンネトンネルルルル    1930（昭和 5）開通 都心最古の道路トンネノレ 

 

NHKNHKNHKNHK 放送博物館放送博物館放送博物館放送博物館 NHK の前身の一つである東京放送局（JOAK）は、この愛宕山に放送局が置かれていた。日本初のラジオ放送 

  も、1925 年（大正 14）にこの愛宕山から送信された。NHK 放送博物館はこのＮＨＫ発祥の地に世界初の放送専門博物館として 

1956 年（昭和 31〉に開館。開館当時は愛宕山放送局の局舎を使用していたが、1968 年（昭和 43）に現建物を新築。 
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萬年山青松寺萬年山青松寺萬年山青松寺萬年山青松寺（ばんねんぎん・せいしょうじ）曹洞宗 1476 年（文明 8）創建（室町 8 代将軍足利義政の時代） 開基：太田道灌 

  江戸府内の曹洞宗の寺院を統括した江戸三箇寺の一つで、当初は、麹町貝塚（今の国立劇場・最高裁判所のあたり）にあり、 

  「江戸貝塚青松寺」といわれた。その後の 1600 年（慶長 5）に、江戸城外堀造成のため現在地へ移転。江戸名所図会にも描 

  かれた古刹。境内には獅子窟学寮があり、多くの人材を輩出。1875 年（明治 8）には、学寮内に曹洞宗専門学本校が開校、 

翌年 1876 年に、高輪の泉岳寺学寮、駒込吉祥寺の旃檀林と統合し、今日の駒澤大学へと発展したという。 

   関東大震災と戦災で堂塔が焼失し、戦後はずっと仮本堂だったが、愛宕グリーンヒルズの建設に伴い 2002 年に境内を整備。 

  山門や境内には薮内佐斗司（東京芸大教授：奈良,ｾﾝﾄ君作者）による四天王像、龍吐水などが飾られている。 

 

愛宕愛宕愛宕愛宕グリーンヒルズグリーンヒルズグリーンヒルズグリーンヒルズ 1988 年に愛宕地区再開発地区計画として都市計画決定､2001 年竣工。青松寺、侍史院、清岸院、NHK、光 

  文社ほか 3 者と森ビルが共同で再開発事業を行い、約 70 軒以上の権利者の敷地を統合し､青松寺を挟むように超高層オフィス 

  と超高層住宅を境内に建設。オフィスと住宅の家賃収入を元に､青松寺は本堂を建て替え､山門を新築､境内を整備している。 

  二つの高層棟（MOMOMOMOＲＩタＲＩタＲＩタＲＩタワーワーワーワー：オフィス棟、42F、高さ 186．7m、フフフフォォォォレストレストレストレストタタタタワーワーワーワー：住宅棟、42Ｆ、高さ 157m）は青松寺にちなみ、 

極楽浄土を象徴するハスの花を摸した外観で、シーザー・べり（Cesar Pelli ＆ Associates）が監修。 

  江戸期の寺院も、街区外側の通りに面した場所を長屋などにして貸地経営をしていた（門前町）ので、愛宕グリーンヒルズの 

  手法は、現代版門前町といったところ。浅草などでは、門前町の建物が中層化して､寺院は街区内部で袋地化し､寺院建物が全 

  く見えない場合も多いが、青松寺の場合、超高層オフィスと超高層住宅に集約したため、境内は比較的広く線も多い。寺院の建 

  物も通りから見え、きれいになった。しかし愛宕山の山上に上っても山下の超高層ビルがそびえる状況になっている。 

 

東京慈恵会医科大学東京慈恵会医科大学東京慈恵会医科大学東京慈恵会医科大学・・・・付属病院付属病院付属病院付属病院    （F 棟）1930 年（昭和 5）完成 SRC・4F。左右対称・シンメトリーな建物。 

東京慈恵会医科大学東京慈恵会医科大学東京慈恵会医科大学東京慈恵会医科大学・・・・本館本館本館本館 1932 年（昭和 7）完成 RC・3F。 スクラッチタイル張りのモダンな病院建築。 

 

切通坂切通坂切通坂切通坂〈きりとおしぎか）・手手手手まりまりまりまり坂坂坂坂 寛永斯に開削され切り通し状だったためこの名がついた。江戸期は見世物、浄瑠璃芝居、 

 香具師、古着見世などが並び、浅草のように賑わったが、維新後に撤廃され、面影もなくなったという。 

オランダオランダオランダオランダ大使公邸大使公邸大使公邸大使公邸 1927（昭和 2）竣工、設計：James McDonald Gardiner、木造 2Ｆ 

 

東京都水東京都水東京都水東京都水道道道道局芝給水所局芝給水所局芝給水所局芝給水所 1896 年（明治 29）竣工、1898 年（明治 31）給水開始。東京都には 12 の浄水場と 120 余の給水所がある。 

  淀橋浄水場と本郷給水所、芝給水所の稼働により､東京の近代水道の歴史は始まった。 2002 年〈平成 14〉にリニユーアル。 

水道水を常に循環しながら蓄え、大規模震災などに備えている。貯水能力 8 万㎥。現在ある古い門は、1965 年（昭和 40）に 

廃止された淀橋浄水場の門を移設し、2002 年（平成 14）に復元したもの。 芝給水所の煉瓦造りの旧建物の一部も配水池の 

  コンクリートの壁に残されてもいる。 

芝給水所公園芝給水所公園芝給水所公園芝給水所公園 給水所改築にあわせ、給水所上部を利用し整備した公園。面積：約 11，000 ㎡ 。 

 

オランダヒルズオランダヒルズオランダヒルズオランダヒルズ 東京都水道局と森ビルの共同事業。1998 年の建築基準法の改正で導入された「連担建築物設計制度」を適用し、 

  隣接する芝給水所の未利用容積を活用し、基準容積率の 1.5 倍（約 870％）の建物を建設。2005（平成 17）完成。 

  オランダ大使館の緑は、桜田通り沿いのビルに隠れ見えなくなっていた。しかし既存建物の集約・高層化によりオランダ大使館 

の緑は見えるようになり、オープンスペースにも緑が配され、一体的な緑地が生まれた。 

オランダヒルズオランダヒルズオランダヒルズオランダヒルズ森森森森クワークワークワークワー 地上 24F・地下 2F 3～5F、14～24fT：オフィス、5～13F：賃貸住宅（総戸数 69 戸） 

 構造：S 造（柱 CFT）地下 SRC 造・RC 造、最高部 106.75m、設計：森ビル・山下設計、2004（平成 16）竣工 

 

 

西久保八幡神社西久保八幡神社西久保八幡神社西久保八幡神社 寛弘年中〈1004～12）に、源頼信が霞ヶ関のあたり（榎坂とも）に創建したという。太田道灌が江戸城を築い 

 た時、現在地に遷された。江戸初期の 1634（寛永 11〉社殿を造営。数度の火災に遭ったが、江戸八所八幡の一つに数えられ、 

 八八幡詣（ややはたもうで）として多くの人々が参拝した 

   1940（昭和 15）に皇紀 2600 年を記念し境内を整備したが、戦災で社殿などを焼失。1953（昭和 28）以降、項次社紋を復興。 

   1965（昭和 40）に国道一号線拡幅工事に伴い、鳥居・石灯籠および熊谷橋を移築している。 

西久保西久保西久保西久保∧∧∧∧幡男坂幡男坂幡男坂幡男坂 44 段、幅 4.7m、高低差約 7.4m、長さ約 13m、蹴上 15～19cm、踏み面 27～30cm、傾斜 26～35° 

西久保八幡女坂西久保八幡女坂西久保八幡女坂西久保八幡女坂 江戸期には緩やかな石段だったが、現在は坂道。 

西久保八幡北参道西久保八幡北参道西久保八幡北参道西久保八幡北参道 51 段、幅約 1.2m、高低差約 10m、蹴上 18cm、踏み面不規則    「東京の階段」P．120 

 最近、手摺が改修されたため、本の写真とは異なる。 

西久保西久保西久保西久保（西窪） 麻布台と愛宕山に挟まれた低地であることから。武蔵野市西久保は江戸期にここの村人が移住したことに因む。    
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麻布麻布麻布麻布 昔、この地に麻を多く植え、布を織り出した所からきた地名といわれる。昔は豆田を まめふ、栗田を あわふと訓読みした 

  といい、麻田もあざぶと読んだと言われる。また、麻布山善福寺の言い伝えによると、昔、この丘に麻が降ったことがあり、 

そこから麻布留山（あさふるやま）と言われたのが、後に略されて麻布山となったのが広まり、更に地名となったとも言われると 

いう。 麻布という字が当てられるようになったのは江戸時代の元禄期からといわれる。 

ノアノアノアノアビビビビルルルル 飯倉交差点に立つ楕円形平面の事務所ビル。 1974（昭和 49）竣工 設計：白井晟一 （1905～1983） 

  都内の作品として、渋谷区立松涛美術館（1980）、善照寺本堂（1958／台東区）が知られる。 

霊友会釈迦殿霊友会釈迦殿霊友会釈迦殿霊友会釈迦殿 1975（昭和 50）建立 大ホールは 3,500 人収容（内部見学（参拝）可能） 

  霊友会は法華系の新宗教で、1930（昭和 5）創立。後に分派して立正佼成会、彿所護念会などができたという。 

雁木坂雁木坂雁木坂雁木坂（がんぎざか〉 階段になった坂を一般に雁木坂という。 敷石が直角に組まれていたからともいい、当て字で岩岐坂とも。 

  39 段、幅 1.9m、高低差 6．5m、長さ約 19m、蹴上 15／19cm、踏み面 40／49cm、傾斜 21°   「東京の階段」P．22 

 

三念坂三念坂三念坂三念坂・・・・三年坂三年坂三年坂三年坂（さんねんざか） 同名の坂は都内にいくつかあるが、いずれも寺や墓地の近くにある。この坂で転んだ者は、 

  すぐにその土を三度舐めないと三年以内に死ぬといわれていたことから。 

 32 段、幅 3.9m、高低差 4.2m、長さ 21m、蹴上 13cm、踏み面 65cm、傾斜 11°  「東京の階段」 Ｐ．24 

我善坊谷我善坊谷我善坊谷我善坊谷（がぜんぼうだに） 由来には複数の説があるという。座禅をする妨がいたことからついたという「座禅坊」説や、徳川 

 二代将軍秀忠の夫人の葬儀の際、野辺の送りがこの周辺で行われ、食前堂（がんぜんどう）が置かれたためという説もある。 

 麻布区史では後者の説を否定しているが、港区史では麻布区史をまた否定していて、定説はまだないという。 

稲荷坂稲荷坂稲荷坂稲荷坂（我善堵谷坂〉 近くに稲荷があったからといわれるが不詳。 別名は坂下の谷を我善坊谷ということから。 

 

六本木六本木六本木六本木ファーストビルファーストビルファーストビルファーストビル 20F。S 造。高さ約 91m。1993 年完成。  

大橋莱寮大橋莱寮大橋莱寮大橋莱寮    1949（昭和 24）年頃完成。 登録有形文化財。 

アークヒルズアークヒルズアークヒルズアークヒルズ仙石山森仙石山森仙石山森仙石山森クワークワークワークワー    （虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発） 

  47F・RIF・B4F。RC＋S 造。高さ約 207m。3～24F：住宅 276 戸・店舗等、25～47F：オフィス。２０12 年完成。 

麻布郵便局麻布郵便局麻布郵便局麻布郵便局 1930（昭和 5〉旧逓信省貯金局 RC 造、4F 

 

落合坂落合坂落合坂落合坂（おちあいざか） 我善妨谷へ下る坂で赤坂方面から往来する人と合流する位置にあるので落合坂と呼んだ。 

吉田吉田吉田吉田苞苞苞苞竹記念館竹記念館竹記念館竹記念館 書家・吉田苞竹（1890～1940）および財団法人書壇院が収集した、古現、書画、碑法帖、書籍などの資料を 

  保管整理し、収蔵品展示を行っている。1974 年設立。敷地内の土蔵は、六本木周辺では数少ないもの。 

行合坂行合坂行合坂行合坂（ゆきあいざか〉 双方から行合う、向かい合った坂であるためと想像されるが詳細は不明。 

六本木六本木六本木六本木ププププリンスホテル・リンスホテル・リンスホテル・リンスホテル・日本日本日本日本 lBMlBMlBMlBM 本社本社本社本社ビルビルビルビル跡地再開発跡地再開発跡地再開発跡地再開発    (六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業） 

  オフィス棟：40F・R2F・B5F、高さ 249.2m。 構造：SRC・RC・S。2016 年完成予定。 

  住宅棟：27F・R2F・B2F、高さ 115．Om。構造：RC。2016 年完成予定。 

アークヒルズ・アークアークヒルズ・アークアークヒルズ・アークアークヒルズ・アーク森森森森ビルビルビルビル 37F・R2F・B4F。高さ 153.3m。構造：S 造・一部 SRC・RC。用途：オフィス・店舗。1986 年完成。 

城山城山城山城山ガーデン・ガーデン・ガーデン・ガーデン・城山城山城山城山トラストクワートラストクワートラストクワートラストクワー    

  37F・R2F・B2F。高さ 158.4m。 構造：S 造・一部 SRC・RC。用途：オフィス・店舗。1991 年完成。 

 

和朗和朗和朗和朗フラットフラットフラットフラット（（（（スペインスペインスペインスペイン村村村村））））    1936 年（昭和 11）頃に賃貸集合住宅として建てられた、木造 2F の洋館アパート。 

 当初は 5 棟だったが、空襲で 1 棟焼失、1990 年代に 1 棟が建て替えられ、現在 3 棟。 

青山上水青山上水青山上水青山上水 玉川上水から四谷大木戸で分水して渋谷川に助水。大京町から北青山へ流れ一部は赤坂へ、他方は乃木坂、 

六本木を経て、霊南坂を下る。1660 年（万治 3）に建設、1722 年（享保 7）上水としては廃止。その後は潅漑用水などに利用 

された。 

不動坂不動坂不動坂不動坂 坂の途中に不動院という寺があることに因む。 

閻魔閻魔閻魔閻魔坂坂坂坂 戦前まで付近に崇厳寺という寺があり、閻魔堂があったことに因む。周辺が戦災で焼失したため、共同墓地が造られた。 

六本木六本木六本木六本木 3333－－－－8888 とととと 13131313 のののの聞聞聞聞のののの階段階段階段階段（（（（閻魔閻魔閻魔閻魔坂坂坂坂へへへへ下下下下るるるる階段階段階段階段〉〉〉〉    

  「東京の階段」で六本木・不動坂と記したが、これは誤り。六本木 3－6 と 3－15 の間の坂が不動坂   「東京の階段」P．28 

  33 段（下から 17・16 段〉、幅 2.0m、高低差 5.6m、長さ 12m、蹴上 17cm、踏み面 31cm、傾斜 29° 

ドンキホーテドンキホーテドンキホーテドンキホーテ六本木店六本木店六本木店六本木店 屋上にジェットコースターを建設。 反対運動が起こり自粛したがコースが屋上に残る。 

六本木六本木六本木六本木 6 本の松の木があった、青木、一柳、上杉、片桐、朽木、高木の各大名屋敷が存在したなどの説がある。 

 

 

     参考：東京都都市計画局 HP、森ビル HP、東京 23 区の坂道 HP、東京の階段、Wikipedia、角川地名大辞典、他 


