
板橋区景観計画の景観形成基準における⾊彩基準について 
（アクセント⾊の導⼊） 

１ ⾊彩基準（今回案） 
東京都では、アクセント⾊について総量規制（外壁各⾯の 1/20 以下、強調⾊と合

わせて 1/5 以下）のみ⾏い、マンセル値による⾊彩基準を設定しておらず、外壁基本
⾊や強調⾊と同列に考えている。（ただし⼀部の⼤規模建築物等ではマンセル値によ
る⾊彩基準を適⽤している。）板橋区では、アクセント⾊の使⽤にあたり、都基準を
前提として、さらに厳しい基準を設定する。 

（１）⼀般地域における景観形成基準（案）⇒『⾊彩』、『駐⾞場などの付属物』 
区分 景観形成基準 
⾊彩 

外壁基本⾊ 
強調⾊ 

・・・（記載省略）・・・ 

⾊彩 
アクセント⾊ 

・アクセント⾊※1 を使⽤する場合にあっては、建物のデザイン性を⾼め、
魅⼒的なまちの表情や賑わいを演出するために地域の良好な景観形成
に寄与する⾊彩デザインとし、下表の基準に適合するものとする。 

区分 ⾊彩基準
⾯積の 
上限 

・外壁各⾯の 12ｍ以下の部分の 1/20 以下で使⽤可能とする。 
・なお、強調⾊との⾯積の合計は、外壁各⾯の 1/5 以下とする。

節度ある
使⽤ 

・外壁基本⾊、周辺の街並みとの調和を図り、過剰にならないよう
配慮する。また、屋外広告物との⾊彩の調和に配慮する。 

使⽤場所
※2 ・建物中低層部である 12ｍ以下 の部分で⽤いる。 

⾊数 ・まとまりある⾊彩計画を⾏い、必要以上に⾊数を増やさない。 

彩度の 
上限※2 

0.0R〜5.0Y 彩度 8 以下
5.0Y〜5.0G 彩度 6 以下
その他の⾊相 彩度 4 以下

 

・上記のほか地域性を考慮し、商業地（幹線道路沿道含む）・商店街では、賑
わいを演出するため上表の基準を踏まえた⾊彩計画を⾏い、商業地・商店街以
外では、周囲から突出した⾊彩を控えると共に、周辺の緑や敷地内植栽が美し
く映える⾊彩計画を⾏う。 

※1 アクセント色の使用にあたっては、建物や周囲との調和を損なうことのな

いように、街のスケール感や歩行者の目線に合った節度ある効果的な使い方

とする。 

※2 ただし、区が認める場合にはこの限りではない。 

駐⾞場など
の付属物 

・・・（記載省略）・・・ 
○建築物や周辺景観に配慮した屋外広告物 
・看板などの屋外広告物は、建築物や周辺景観に調和する⾊彩とする。また、デ

ザインの統⼀を図るなど、まとまりのある街並みの形成に努めるほか、周辺の
看板などの⾼さ、位置にも配慮したものとする。 

 

（２）景観形成重点地区における景観形成基準（案） 
※便宜上、⼀般地域と異なる箇所のみ記載する。 

①板橋崖線軸地区、⽯神井川軸地区、加賀⼀・⼆丁⽬地区（⽯神井川沿い以外） 
区分 景観形成基準 
⾊彩 

アクセント⾊
・・・（記載省略）・・・
・上記のほか地域性を考慮し、周囲から突出した⾊彩を控えると共に、周辺の

緑や敷地内植栽が美しく映える⾊彩計画を⾏う。 
・・・（記載省略）・・・ 

②常盤台⼀丁⽬・⼆丁⽬地区（商業地） 
区分 景観形成基準 
⾊彩 

アクセント⾊
・・・（記載省略）・・・

区分 ⾊彩基準
⾯積の 
上限 

・外壁各⾯の 10ｍ以下の部分の 1/20 以下で使⽤可能とする。 
・なお、強調⾊との⾯積の合計は、外壁各⾯の 1/5 以下とする。 

節度ある
使⽤ ・・・（記載省略）・・・ 

使⽤場所
※2 ・建物低層部である 10ｍ以下 の部分で⽤いる。 

⾊数 ・・・（記載省略）・・・ 

彩度の 
上限※2 ・・・（記載省略）・・・ 

・上記のほか地域性を考慮し、賑わいを演出するため上表の基準を踏まえ
た⾊彩計画を⾏う。 

・・・（記載省略）・・・ 

③常盤台⼀丁⽬・⼆丁⽬地区（住宅地） 
区分 景観形成基準 
⾊彩 

アクセント⾊
・・・（記載省略）・・・

区分 ⾊彩基準
⾯積の 
上限 

・外壁各⾯の 10ｍ以下の部分の 1/20 以下で使⽤可能とする。 
・なお、強調⾊との⾯積の合計は、外壁各⾯の 1/5 以下とする。 

節度ある
使⽤ ・・・（記載省略）・・・ 

使⽤場所
※2 ・建物低層部である 10ｍ以下 の部分で⽤いる。 

⾊数 ・・・（記載省略）・・・ 

彩度の 
上限※2 ・・・（記載省略）・・・ 

・上記のほか地域性を考慮し、品位と温かみのある落ち着いた住宅地に配
慮し、周囲から突出した⾊彩を控えると共に、周辺の緑や敷地内植栽が
美しく映える⾊彩計画を⾏う。 

・・・（記載省略）・・・ 
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２ ⾊彩基準（前回案︓第 13 回部会案[平成 29 年 7 ⽉ 19 ⽇開催]） 
《アクセント⾊の取り扱い》 
・東京都では、アクセント⾊について総量規制（外壁各⾯の 1/20 以下、強調⾊と合わせて 1/5 以下）

のみ⾏い、マンセル値による⾊彩基準を設定しておらず、外壁基本⾊や強調⾊と同列に考えている。
（ただし⼀部の⼤規模建築物等ではマンセル値による⾊彩基準を適⽤している。） 

・⼀⽅板橋区では、アクセント⾊は建物のデザイン性を⾼め、魅⼒的なまちの表情や賑わいを演出する
ために地域の良好な景観形成に寄与する⾊彩であると考えている。また、アクセント⾊の使⽤にあた
っては、建物や周囲との調和を損なうことのないように、街のスケール感や歩⾏者の⽬線に合った節
度ある効果的な使い⽅をすることを求めるものである。 

アクセント色導入の条件 

Ⅰ 
面積の 
上限 

□外壁各面の 12ｍ以下※１ の部分の 1/20 以下 
□強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5 以下 

Ⅱ 
節度ある 
使用 

□1/20 以下であっても、外壁基本色、周辺の街並みとの調和を図り、過剰にならな
いよう配慮する。また、屋外広告物との色彩の調和※2 に配慮する 

Ⅲ 使用場所 □建物中低層部である 12ｍ以下※１ の部分で用いる 

Ⅳ 色数 □まとまりある色彩計画を検討し、必要以上に色数を増やさない 

Ⅴ 
彩度の 
上限 

□彩度の上限値を設定する（例：一般地域における色彩基準のイメージを参照） 

0.0R～5.0Y 彩度 8 以下 
5.0Y～5.0G 彩度 6 以下 
その他の色相 彩度 4 以下 

 

地域性 

＜一般地域＞ 
□商業地（幹線道路沿道含む）・商店街では、賑わいを演出するためⅠ～Ⅴを踏ま

えた色彩計画を行い、商業地・商店街以外では、周囲から突出した色彩を控える
と共に、周辺の緑や敷地内植栽が美しく映える色彩を検討する 

＜板橋崖線軸地区・石神井川軸地区＞ 
□周囲から突出した色彩を控えると共に、周辺の緑や敷地内植栽が美しく映える色

彩を検討する 

＜加賀一・二丁目地区（石神井川沿い以外）＞ 
□周囲から突出した色彩を控えると共に、周辺の緑や敷地内植栽が美しく映える色

彩を検討する 

＜常盤台一丁目・二丁目地区（商業地）＞ 
□賑わいを演出するためのⅠ～Ⅴを踏まえた色彩計画を行う 

＜常盤台一丁目・二丁目地区（住宅地）＞ 
□品位と温かみのある落ち着いた住宅地に配慮し、周囲から突出した色彩を控える

と共に、周辺の緑や敷地内植栽が美しく映える色彩を検討する 

※ アクセント色を使用する場合は、区が認める場合に限る。 
※１ 常盤台一丁目・二丁目地区においては、建物低層部である 10ｍ以下とする。 
※２ 建築物や周辺景観に配慮した屋外広告物 

   看板などの屋外広告物は、建築物や周辺景観に調和する色彩とする。また、デザインの統一を図る

など、まとまりのある街並みの形成に努めるほか、周辺の看板などの高さ、位置にも配慮したものと

する。  

■色彩基準のイメージ（一般地域の例） 
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３ ⾊彩基準（前々回案︓第９回審議会案[平成 28 年 12 ⽉ 21 ⽇開催]） 

区分 アクセント色導入の条件 

一般地域 

面積の 
上限 

□外壁各面の 1/20 以下 
□強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5 以下 

節度ある 
使用 

■ただし 1/20 以下であっても、建物基調色との調和や、周辺の
街並みとの調和に配慮し、過剰にならないよう配慮する 

使用場所 □原則として建物中低層部（概ね 12m まで）で用いる 
（原則とは、多くの場合に適用される基本的なきまりで、例外はあ

るという意味） 
高層部 
での使用 

■必要があって、上記以外の高層部で用いる場合は、高彩度色
を避け、より小面積で用いる等、街並みの基調色が感じられる
よう配慮する 

色数 ■まとまりある色彩計画を検討し、必要以上に色数を増やさない 

彩度の 
上限 

■彩度の上限値を設定する 
■ただし、区が認める場合にはこの限りではない 

地域性 ■商業地（幹線道路沿道含む）・商店街では、賑わいを演出する
ため上記を踏まえた色彩計画を行い、商業地・商店街以外で
は、周囲から突出した色彩を控えると共に、周辺の緑や敷地内
植栽が美しく映える色彩を検討する 

景
観
形
成
重
点
地
区 

板橋崖線 
軸地区 
  ／ 
石神井川 
軸地区 

面積の 
上限 

□外壁各面の 1/20 以下 
□強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5 以下 

節度ある 
使用 

■ただし 1/20 以下であっても、建物基調色との調和や、周辺の
街並みとの調和に配慮し、過剰にならないよう配慮する 

使用場所 ■高さ 12m 未満で用いる。 

色数 ■まとまりある色彩計画を検討し、必要以上に色数を増やさない 

彩度の 
上限 

■彩度の上限値を設定する 
■ただし、区が認める場合にはこの限りではない 

地域性 ■周囲から突出した色彩を控えると共に、周辺の緑や敷地内植
栽が美しく映える色彩を検討する 

加 賀 一 ・

二丁目 

地区 

（ 石 神 井

川 沿 い

以外） 

面積の 
上限 

□外壁各面の 1/20 以下 
□強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5 以下 

節度ある 
使用 

■ただし 1/20 以下であっても、建物基調色との調和や、周辺の
街並みとの調和に配慮し、過剰にならないよう品格ある街並み
に配慮する 

使用場所 □原則として建物中低層部（概ね 12m まで）で用いる 
（原則とは、多くの場合に適用される基本的なきまりで、例外はあ

るという意味） 
高層部 
での使用 

■必要があって、上記以外の高層部で用いる場合は、高彩度色
を避け、より小面積で用いる等、品格ある街並みに配慮する 

色数 ■まとまりある色彩計画を検討し、必要以上に色数を増やさない 

彩度の 
上限 

■彩度の上限値を設定する 
■ただし、区が認める場合にはこの限りではない 

地域性 ■周囲から突出した色彩を控えると共に、周辺の緑や敷地内植
栽が美しく映える色彩を検討する 

 

 

 

区分 アクセント色導入の条件 

景
観
形
成
重
点
地
区 

常盤台 

一丁目 

・二丁目 

地区 

《商業地》 

面積の 
上限 

□外壁各面の 1/20 以下 
□強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5 以下 

節度ある 
使用 

■ただし 1/20 以下であっても、建物基調色との調和や、周辺の
街並みとの調和に配慮し、過剰にならないよう配慮する 

使用場所 □原則として建物中低層部（概ね 12m まで）で用いる 
（原則とは、多くの場合に適用される基本的なきまりで、例外はあ

るという意味） 
高層部 
での使用 

■必要があって、上記以外の高層部で用いる場合は、高彩度色
を避け、より小面積で用いる等、街並みの基調色が感じられる
よう配慮する 

色数 ■まとまりある色彩計画を検討し、必要以上に色数を増やさない 

彩度の 

上限 

■彩度の上限値を設定する 
■ただし、区が認める場合にはこの限りではない 

地域性 ■賑わいを演出するための上記を踏まえた色彩計画を行う 

《住宅地》 

面積の 
上限 

□外壁各面の 1/20 以下 
□強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5 以下 

節度ある 
使用 

■ただし 1/20 以下であっても、建物基調色との調和や、周辺の
街並みとの調和に配慮し、過剰にならないよう配慮する 

使用場所 ■建物低層部（概ね 10m まで）で用いる 

色数 ■まとまりある色彩計画を検討し、必要以上に色数を増やさない 

彩度の 
上限 

■彩度の上限値を設定する 
■ただし、区が認める場合にはこの限りではない 

地域性 ■品位と温かみのある落ち着いた住宅地に配慮し、周囲から突
出した色彩を控えると共に、周辺の緑や敷地内植栽が美しく
映える色彩を検討する 

 

 

 

 

 

 

□…東京都景観計画における一般地域の基準を準用（以下、「東京都基準」） 
■…東京都基準に対する追加条件 
青字…追加条件のポイント 赤字…一般地域に対する重点地区での追加条件 

【凡例】
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