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：カラー計画の目的

　ロマンと活気にあふれた港づくりをめ

ざして、様々な機能や形態の建築物、工

作物の配色に一定のルールを用いること

により、地区のイメージを好ましい状態

にし、港のゾーニングを明確にすること

を目的としています。

（1）港のゾーニング

　名古屋港の現況や将来的な方向性、計

画性などを考えて、伊勢湾岸自動車道の

北側及び日光川以東を ロマンゾーン 、

南側から日光川以西を 活気ゾーン に大

きく区分けし、高潮防波堤を経由して北

浜・南浜ふ頭に至る区域を ゲート とし

て位置づけます。

（2）サンライズロマン

　ロマンゾーンから活気ゾーン、そしてゲー

トへと続く港風景を、限りない未来に向かい

昇りゆく太陽にたとえ、夜明けの色合いが

徐々に色味を帯び、そして賑わいのある色に

変化し、色彩が鮮明になっていくというスト

ーリーを配色のコンセプトにします。

●良好な景観を形成し、環境の質を高め
ることにより、魅力ある港空間を創造
します。

●地区の特性を表現する配色により、視
覚的印象を強調し、地区のイメージを
把握しやすいものにします。

●多彩な色彩で港の個性を表現すること
により、何度も訪れたくなるような愛
着と誇りのある港にします。

　　　サンライズロマンストーリーを計画の

コンセプトに、配色基本方針を次のよう

に考えます。

（1）ロマンゾーン、活気ゾーン、ゲート

に対応した配色にします。

（2）ベースカラー、アクセントカラーに

　　より演出します。

●退色性を考慮に入れたカラーの選定

●スーパーグラフィック的な彩色の導入も検討

●特別な建築物等の価値を考慮

：カラー計画のストーリー

：カラー計画の役割
：カラー計画の基本方針

窓枠はアクセントカラー

屋上施設で小規模のものは屋根に準ずる

屋根はアクセントカラー

壁面はベースカラー

扉はアクセントカラー

飛島村

日
光
川

名港西大橋名港西大橋

鍋田ふ頭鍋田ふ頭

飛島ふ頭飛島ふ頭

金城ふ頭金城ふ頭
名港中央大橋名港中央大橋

名港トリトン名港トリトン

伊勢湾岸自動車道伊勢湾岸自動車道
名港東大橋

新宝ふ頭

名港東大橋

新宝ふ頭

潮見ふ頭潮見ふ頭

ガーデンふ頭

南５区南５区

南浜ふ頭

北浜ふ頭

南浜ふ頭

高潮防波堤

北浜ふ頭

名古屋市

東海市

知多市

弥富市

ポートアイランドポートアイランド

ロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーンロマンゾーン

活気ゾーン活気ゾーン

ゲートゲートゲートゲートゲートゲートゲート
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：ゾーン別配色計画

［活気ゾーン］

名古屋港の物流・生産の

拠点であり、ガントリー

クレーンやコンテナ、工

場や倉庫群、発電所や製

鉄所があるとともに、大

小の船舶が行き交い、活

気ある港の風景が展開し

ています。

ベースカラー アクセントカラー

明度 ７以上/ 彩度 ３以下 明度 無制限/ 彩度 ８以上

N-8.5 N-8.0 7.5R6/10

5GY7/12

5PB6/8

5YR7/12

5G7/8

10RP5/14

2.5Y8/12

10B5/10

5GY7/12

5PB6/8

5G7/8 10B5/10

N-7.5 5Y7.5/1

10Y8/1 2.5PB8/2

5PB8/1

マンセル体系の明度と彩度（色相５R）

明

　度

彩度

９

８

７

６

５

４

３

２

１

０　２　４　６　８　10　12　14

［ゲート］

外海（自然）と港（人工）を

区別する高潮防波堤を中

心とする地区で、名古屋

港のゲートとしての性格

を強くもち、海から港に

入ってくる人々を迎え、

また出航する船を見送っ

ています。

明度 ７以上/ 彩度 ３以下 明度 無制限/ 彩度 ８以上

※各ゾーンで他自治体が策定する景観法に基づく　景観計画等と重複する場合は、それを優先してください。

※カラーチャートは例であり、配色を決定する際　には明度と彩度の基準を優先してください。

※カラーチャートの下の符号はその色を表すマン　セル記号（近似）です。

N-9.0 N-8.5

5YR8.5/1

マンセル体系の明度と彩度（色相５R）

明

　度

彩度

９

８

７

６

５

４

３

２

１

０　２　４　６　８　10　12　14

［ロマンゾーン］

名古屋港の最深部に位置す

るガーデンふ頭を中心とす

る地区で、海や港とふれあ

うことのできるロマンチッ

クな交流の場として、一年

中多くの人でにぎわってい

ます。

明度 ７以上/ 彩度 ３以下 明度 無制限/ 彩度 10以下

N-9.0 N-8.5 2.5R7/10

2.5YR7/6

10G6/8

5R8/6

10YR8/6

10BG7/6

7.5R6/4

5G5/10

10B6/6

2.5P5/4 5P7/6 10RP6/4

N-5.0 N-4.0 7.5YR5/2

5BG4/1 10B5/2 10B5/10

N-8.0 N-7.5

7.5R7/3 5Y7.5/1

5G7/25Y7.5/1.5

5P7/27.5BG7/2

マンセル体系の明度と彩度（色相５R）

明

　度

彩度

９

８

７

６

５

４

３

２

１

０　２　４　６　８　10　12　14

　各ゾーン毎に基本的なベースカラーとアクセントカラー

の組み合わせ例を示します。

ベースカラー アクセントカラー

ベースカラー アクセントカラー

ポートアイランドポートアイランド
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：カラー整備方針

分　　類 内　　容 留　意　点

建築物等の価値

建築用途

建築物等の構成要素

建築物等の構成素材

色の色相、明度、彩度とマンセル表色系について

１． 色相（Hue）

歴史的・文化的・建築学的・景観上

その他

歴史的・文化的・景観上重要と思われるものは別枠

で検討します。

ポートビル・水族館・国際展示場・跳上橋

屋根・屋上施設・壁面・扉・窓枠類

塔・煙突・タンク類・橋梁

岸壁及びその付属物・クレーン等装置類

その他

これらの要素に関して、ベースカラー、アクセント

カラーに塗り分けを検討します。

大面積の要素は基本的にベースカラーを配色します。

コンクリート・タイル・銅板・スレート

その他

カラーの整理に際し構成素材の違いを考慮します。

倉庫・上屋・工場・事務所・娯楽的施設

その他

主たる用途が、倉庫・上屋・タンク等を基本的な対

象とします。

その他は、カラーの基本方針を尊重して配色のデ

ザインをします。

：配色計画例

［ロマンゾーン］

［活気ゾーン］

［ゲート］

窓枠はアクセントカラー

屋上施設で小規模のものは屋根に準ずる

屋根はアクセントカラー

壁面はベースカラー

扉はアクセントカラー

屋上施設はアクセントカラー

窓枠はアクセントカラー 扉はアクセントカラー

壁面はベースカラー

陸屋根の屋根面はアクセントカラー

壁面はベースカラー 規模の大きい独立したものはアクセントカラー

屋上施設はアクセントカラー

屋根面はアクセントカラー

窓枠はアクセントカラー

扉はアクセントカラー

壁面はベースカラー

手すりなどはアクセントカラー

タンク本体はベースカラー

壁面はベースカラー

文字や数字などワンポイントはアクセントカラー

参考文献：日塗工2009年（E版）

　有彩色のみがもつ属性。色合いの違いで赤や黄・青などが
あります。

２． 明度（Value）

　色の明るさの度合い。有彩色・無彩色共にある属性で白や
黄が高明度。紫や黒が低明度。

表示記号の定め方

有彩色は色相H、明度Vおよび彩度CをHV/Cの形で、たとえば
2.5R4/10 と表し、“2.5R、4の10”と読みます。無彩色は記号N
をつけて、例えば、N８ と表記します。

３． 彩度（Chroma）

　色の鮮やかさの度合い。灰色を全く含まない色は鮮やかで
彩度が高い。灰色を含んだ濁った色は低いと表現します。白・
灰色・黒は明度のみをもった色で、無彩色といいます。

10RP

10
P

10
P

B
10B

10BG 10G

10
G

Y

10
Y

10Y
R

10R

赤（Red）

色相５R

赤紫（RP）

紫（Purple）

青紫（PB）

青（Blue） 黄緑（GY）

青緑（BG） 緑（Green）

黄赤（YR）

黄（Yellow）
明

　度

彩　度

９

８

７

６

５

４

３

２

１

０　２　４　６　８　10　12　14

建築物の価値等に応じて、次のようなカラーの整備を行います。 　ロマンゾーン、活気ゾーン、ゲートにおける建築物等に対してベースカラー、アクセントカラー

の配色を例に示します。
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