
ユニバ ーシティアイデンティティーU Iの研究と開発ー

芸術学部デザイン工芸学科助教授及川久男

Ul研究の目的

国際的な視野から大学の位置づけを見ると、残念ながら

日本の大学は際だった個性・特色というものが見えてこな

い。その中でも個性的といわれる早稲田大学や慶応大学は

「世界に通用する大学」を目標に教育改革を推めている。国

際化社会が進展する中で、もはや大学の基準を国内的な尺

度で計る時代ではなく、国際的な基準が求められている。

85年以降に新設された大学や学部に、こうした時代背景

が反映されているのか、「国際」「情報」と言う字や名前を付

けた大学や学部が多く開設された。また少子化に対応する

ための社会人対象の生涯学習やさらに高度な専門教育を

行うための大学院の新設など数多く計画され実行されてい

る。その反面、今後時代に対応できない大学は淘汰される

厳しい時代となるだろう。

新設された大学あるいは名称を変更した大学は、校章や

指定カラー、ロゴタイプなどを-新し、新たに生まれ変わった

大学をアピlL,している。大学が社会の中に存在するかぎり

Ul、SIとは何か

UI、 (ユニバーシティ・アイデンティティ)あるいはsI(スクー

ル・アイデンティティ)と呼ばれる用語はまだ確立されたもので

はない。同時にその定義もあいまいであり、明確な方法論

も確立はしていないのが現状である。しいて言えば、その

方法論においてCI(コーポレートアイデンティティ、企業理念

の構築)の手法が応用され、展開されている。しかしながら

CIの手法は、あくまでも利潤追求型、マーケットシュア拡大の

ための手法であり、教育機関がそれをそのまま行うことは危

険が伴う。一歩間違えれば、 「教育ビジネス」の延長としてと

られる可能性もある。教育機関にとってのUIとは何か、どう

あるべきかをしっかり見据えたうえで取り組まなければなら

ないだろう。

UlとCl

大学も個性化の時代といわれ、際立つ特徴がない大学に

は、若者たちは魅力を感じなくなってきている。画一的な大学
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校章や校名は必ず登場する。またそこに現われるイメージが

一人歩きし、そのまま大学のイメージとして伝わる。もちろん校

章やロゴタイプだけのビジュアル面だけでなく、そのカリキュラ

ム、設備などのリニューアルを通して、独自性を訴えなくては

ならないものだ。

そして総体的なイメージの媒体として校章や校名は、どの

ような大学かという個性特徴を表すだけでなく、校舎などの

建造物、最新の設備、その大学が所在する地域までも含む

シンボルとなる。

校章や校名をその大学の持つ独自性の表現されたもの

として位置づけるためにはどのような手法があり、どのような

効果があるのか。

なぜこうしたものが制定されているのか。またこうしたアイテ

ムがどのように使われ、どのような位置づけで存在している

のか。調査研究の中から教育機関にとってのUIとは何かを

探り、UIの位置づけを検証する。

校章や校名の表すイメージ

学校の特徴

文科系、理工系、芸術系、医学部-

総合大学、単科大学

男女共学、女子大、短大、ミッション系-

地域性

都心(利便性) 、郊外(豊かな自然環境)

学園都市、観光都市、国際都市-

建造物/設備

近代的な建築物、歴史的ある建築物、個性的な建築
著名な建築家の設計、最新の設備、

開放的で快適なキャンパス-

にも変革が求められ、UI-SIに、いろいろな形で取り組んでい

る大学がある。企業cIは組織の情報媒体をその理念のもと



に統一し、企業イメージを好ましい状態で統一しようとするも

のだ。そして、企業イメージの統一は、マーケッティング戦略を

有利に展開できるよう、より良い環境作りが目的のひとつで

wm

cIと教育機関のUIの根本的な違いは、企業が商品やサ

ービスを提供することによる利潤追及を第一義としているの

に対し、教育機関は利潤の追及ではなく教育の場を提供す

ることによる、人間の育成を目的とする点であろう。UIは総合

的かつ複合的な様々な要素の関わりの中で構築され、キヤ

なぜ教育機関にUlが必要なのか

大学そのものが個性化していくためには、どんな学生を集

めるのかということも重要である。今までの偏差値ばかりが

優先する入試方法では、もはや個性のある学生は集められ

ないといわれている。

校舎の近代化、設備の充実、コンピューター化など、ハード

面に力を入れている大学も多い。しかし、ただの機能主義

ではもはや通用しない。

確かに学生の学ぶ環境作りとして、設備や施設などの整

備は重要であるが、どのような理念のもとに自分達が学んで

Ulが求心的な役割を果たし

教育理念に共感共鳴させる

ンパスの拡大・移転、施設の充実、学科および教授陣の拡充、

入学試験の改善、教授法のユニークさ、研究室のレベルアッ

プなど、総合力の強化を行うことで始めて可能となる。

しかし、こうした改革変革が流行に遅れをとられないよう

にと、自分に合う合わないに関係なく流行色の服を着ること

ではなく、まして、学生の頭数そろえ、市場経済論理優先の発

想で行われるべきではない。

UIは市場経済の論理よりも教育機関のポリシー・教育の

理念によって始めて構築されるべきものであろう。

いるかを理解していることがさらに重要である。学ぶものと教

育機関の間にはギャップがあってはならない。そこで学ぶ学

生と教育理念の間には、常に心理的に「近さ」があることが

大切だ。近さとはその理念に「共感」「共鳴」することである。

そして、より「近いもの」とする手法としてUIが位置づけら

れる。教育機関のあるべき姿の提示、言うなれば教育理念

の明示を行うことが、より個性的、特色ある大学として存在し

ていくうえで必要となる。

郷-苦　学生

(ユニバーシティ・アイデンティティ)

Ulの目的

その日的

教育機関にとってUIとは、快適に学べる環境、専門知識

の修得の場、校内は常に活気に満ち、その活気によって刺

赦し合える場を作り出すことこそが重要であり、安易な流行

にのった外面作りではない。

そのためには教育理念の独自性、教育機関での自校の

明確な位置づけを明確にし、教育方針あるいは建学の精

神を表現したものでなければならない。

入学希望者の増加などの目に見える評価はひとつの目安

に過ぎない。多くの優秀な個性のある創造力に高んだ、し

かも知的好奇心の旺盛な学生を育て自分の学ぶ母校を誇

る気持、そして愛校心を育むことが、 uIの目標といえる。

I

アイデンティティ)
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方法論

シンボルの利用

イメージ形成という点から眺めると、その手法は非常に多

様化している。

情報化社会と視覚優先社会といわれる現代の特徴のひ

とつに、情報の視覚化があげられる。生まれた時からテレビ

のある環境で育った世代の台頭、カラフルな印刷物が街に

あふれ、マンガや劇画が出版物の中で大きな比率を占める

など、人々の視覚に訴える情報環境は日増しに変わってきて

いる。時間をかけて文字情報を読み、ロジカルに筋道をたて

て物事を考えるというよりも、瞬間的に情報や刺激を感じ取

り、全感覚的な発想と思考をするような視覚思考型人間の

増加へと変わってきている。そして視覚コミュニケーションの

特徴は、色や絵、記号などの視覚言語を伝達の重要な手段

として用いる点にある。視覚言語は視覚的な訴求力のある

造形的要素をもとにして形成されるところから、文字言語や

音声言語とは通常区別されている。視覚言語は意味内容を

論理的に理解させるよりも、直観的に認識させるのに大きな

力を発揮する。ゆえに、視覚コミュニケーションの効果や効率

は、視覚言語の形成と操作方法の優劣に左右されることが

多い。

こうした時代背景の中でUIの方法論として有効な手法は

教育理念の象徴としてのシンボルを誰でもわかる色や形に

置き換えることである。しかし、注意しなければならないこと

は、外面だけでなく中身を含め全体から渉み出るイメージを

統一することだ。

コミュニケーションにおけるシンボルの利用価値は、シンボ

ルの使用者がこれに特定の意味づけを与え、それを証明す

る努力を払うことによって一般化できるという点にある。

シンボルの展開

シンボルはコミュニケーションアイテムに具体的な

形として展開することにより、はじめて利用することが

できる。教育理念や建学の精神などに裏付けられた、基

本要素(ベーシックエレメント)を体系的に展開するこ

とが重要になってくる。

基本要素として位置づけられているもの

xmi

2.学章

3.力ラl(スク-ルカラー)

4.ロゴタイプ

5.ステートメント(校訓)

1.校名

「名は体を表す」というように、校名は学校の性格、個怪、

将来性に決定的な役割を果たも

神奈川工科大学は以前の校名を機徳工業大学といって

いたが、どこの大学だかわからない、古くさいと不評だった

が、現在の校名がマサチューセッツ工科大学を連想させる

ことから、校名変更後入学志願者が急増した。
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2.学章

学章は教育の理念、建学の精神を視覚的にシンボライズ

したものである。学章には、様々な由来がこめられている。創

立にまつわるエピソードや歴史が盛りこまれていたり、これら

のなかには、その形の由来を聞いて初めて意味がうなづけ

るような学章も多い。いわば判じ物のような面があるが、こう

した「物語性」は学章の役割の中で重要な意味を持つ。物

語性は大変効果的であり、感情移入がたやすく、その意味

を知った者には忘れられないものとなる。そして、より印象的

な強く親しめる学章となる。

(学章の考察参照)

3.カラ- (スク-ルカラー)

「色」の印象は、その色を見る人の態度や晴好の決定に

大きな影響を及ぼす。日常生活でも「ばら色の青春」「灰色の

時代」などと表現されるように、感情と色彩が密接な関係を

持っており、色彩は一つの言語としての機能を持っている。ス

クールカラーは学校のイメージを強く喚起させる重要な要素

青系統の色は、知的・理性的・冷静さ・清純さを表し、多く

の大学でスクールカラーとして制定されている。



4.ロゴタイプ

校名を表示する特定のデザインされた文字がロゴタイプで

ある。ロゴタイプは校名を英文表記と和文表記の2種類規定

するパターンが最近の特徴である。ロゴタイプのデザイン処理

によって現代的なイメージや伝統歴史を感じさせるイメージ

で校名を表示させることが可能である。

5.ステートメント(校訓)

教育の理念や方針、ビジョンなどを簡素な言葉で表現し

たものを言う。

ステートメントの条件として

1.簡素である

2.適確である

3.覚えやすい

4.独自性がある

以上の要件があげられる。

ステートメント事例

●「真・善・美の探求」杏林大学

●「知好楽」 (知識を楽しみ実践する)戸板女子大学

● 「Fiore Pharmacia」 (花咲け薬学)東京薬科大学

●「徳・知・行」目白大学

●「学徳一体」関東学園大学

アイテムへの展開

基本要素をどのように使用していくか、その効果的な使い

方、組み合わせ方を規定するのがマニュアルと呼ばれるもの

であるが、学校という限られたところで使われるため、厳密な

マニュアルを作っている所は少ないようだ。しかし学章の清

刷りはほとんどの学校で制作し使われている。(清刷りに簡

単な使用規定を設けている)具体的に適用されるものは

様々であるが、どれも秩序だった体系的なもとに使用される

ことが重要である。

展開されるアイテムの例

1ステーショナリー(帳票類)

名刺、封筒、便隻などの帳票類は対外的に使われること

が多いアイテムである。また、特に入試入学書類など受験生

がまずはじめに触れるものであり、そのイメージコントロール

は重要である。

2.建築物

校舎のデザインや機能的な配置、設備はイメージ形成の

大きな比重を占める。先進性があり解放感あふれたキャンパ

スは、それ自体がsIのシンボルとしての機能を果たす。

目白大学Vlマニュアルとステーショナリー

3.サインおよびカラーリング

キャンパス案内、講義室表示、教務掲示板、スクールバス

のカラーリングなどは、基本要素の一つであるスクールカラー

を適用し、キャンパス全体を一つのイメージにまとめあげるこ

とができる。

4.広報

学校案内、入試ガイド、校内報、受験雑誌等の広告など。

とくに受験生が必ず手にする学校案内や受験ガイドは大切

なアイテムであり、各校力を入れて編集デザインし特色を打

ち出している。
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5.その他のグッズ(校旗、バッチやタイピン、トレーナーなど)

大学サークルでサークルごとに自主的に制作したトレーナ

ーなど見かけるが、こうした共通のグッズを身に付けることは、

仲間意識や連帯感を生み出すのに有効である。校章バッ

チの他にSIとして位置づけられたグッズ等を制作し積極的

に活用している学校もある。

6.校歌

旧制高校の寮歌や応援歌が卒業生達に歌い継がれてい

るように、歌は感情に直接働き掛け、愛校心や母校への憧憶

と強く結び付いている。校歌の制定は、視覚的な媒体以外

にも有効なsIのアイテムである。
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考察(学章について)

全国にある教育機関(大学、短大)、それらの全ての学校

において、なんらかの形で学章を制定している。言い換える

ならば、学事を制定していない学校はないと言えるだろう。

学章の多くは、具象物をモチーフとしたものが多く見受け

られる。

中でも、動植物をモチーフとしたものが多く、その他に自然

現象、地球や星、波など、またはイニシャルをデザイン化した

ものや抽象形を組み合わせたものなどがある。

総じて、歴史のある学校の学章のデザインは伝統を感じさ

せるものが多く、日本の家紋的なものやヨーロッパのエンブレ

ムをイメージしたものがある。

動植物をモチーフとしたもの(主だったもの)

【-hI''】

●いちょうの葉(東京大学、熊本大学)

●葡萄の菓(山梨大学)

●楓の葉(国士舘大学)

●桜の花(昭和女子大学、学習院大学、跡見女子大学、名桜大学)

●桐の菓(日本女子体育大学、鶴見大学、筑波大学、目白大学)

●あやめ(愛知教育大学)

●稲穂(早稲田大学)

【動物】

●不死鳥(広島県立保健福祉短期大学)

●鶴(川村女子大学、武蔵大学)

●ハト(東京都立大学、東京家政大学)

●ワシ(上智大学)

●カモメ(神戸学院大学)

動物のイメージは鳥のイメージがほとんどであり、ライオン

などの獣、あるいはカメやヘビなどの雁虫類のイメージは日本

国内の学章には見当たらない。

抽象形体の学章は、抽象的な図形に教育の理念などの

意味を込めたものとしてデザインされている。こうしたタイプの

学章は、新設の大学あるいは学章をリニューアルしたところ

に多いようだ。

イニシャル文字だけをデザインした学章は少数であり、イ

ニシャル文字だけでなく他の要素(具象物、抽象形体)と組

み合わせたものが多い。デザイン的にはシンプルであり現代

的なものが多いのが特徴であろう。また単に「大学」と言う

文字を隷書風に表現したものだけのもある。

具象物をデザインモチーフとしたものは、モチーフが明快

であればあるほど、そのモチーフにどのような意味を込めら

れるか、あるいは、物語性を持たせるかが重要となる。

慶庵大学のように福沢諭吉の言葉「ペンは剣よりも強し」

からペンをデザインモチーフにした物など最たるものだろう。

事例の研究(検証)

最近ではグラフィック・デザインのことをビジュアル・デザイ

ン(視覚伝達デザイン)という呼び方をするようになった。こ

れには、デザインの役割を従来のような単なる造形処理にと

どめず、幅広くとらえようとする姿勢がある。形がきれいで心

地良いか、だけを考えるのではなく、情報が視覚的媒体を通

って伝わってゆく過程を考えようとしている。

研究事例の多くは、こうした単体としてのデザイン的質以

上に、その効果的運用方法に主眼をおいたものである。

例1

広島県立保健福祉短期大学シンボルマーク

永遠の不死鳥であるフェニックスをデザインモチーフとし、

全ての人類が健康で幸せな生活を送ることが永遠のテーマ

であることをイメージしている。

広島県立保健福祉短期大学

唐黍
事例2

東京造形大学シンボルマーク

大学の象徴としてのマークは、我国において様式化されたス

タイルがあるかのようになっていますが、元来そのようなもの

はなく、各大学の個性を十分に生かすサインであるべきだと

思います。東京造形大学のマークはイオニアスパイラル

くIoniaspiral)を原形としてデザインしたものです。

スパイラルというのは、無限に発展する曲線として古くから用

いられていますが、その中でも最も美しい曲線を形づくるも

のとして、アテネのアクロポリスの柱頭にも使用されているイ

オニアスパイラルを選び、これを基本にして現代デザインの

簡明さを強調し、構築したいという願いを込めて直線化しま

した。

このスパイラルは2辺の比が与えられた矩形に内接する弧

成の渦巻きがえがける方法で、四辺形の一辺を底辺とする

直角二等辺三角形と他の一辺を底辺とする直角二等辺三

角形との共通の辺の長さの差を一辺とする正方形をえが

き、その辺の中点を結ぶ正方形の辺を伸ばして1A、2B、3C、

4Dとします。1を中心として、1Aを半径とする四分円弧をえが

き、つぎに2を中心として2Bを半径とする四分円弧をえがき、
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順次中心を移して、おなじえがき方をくりかえして中の方へえ

がいてゆきます。即ち、あらゆる四辺形に内接する渦巻きをえ

シンボルマーク作図法

D画
紺十　阻害
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がくことができます。本学徽章はこの作図上の複線を応用し

て制作したものです。矩形の2辺の比は1 :1:1です。

東京造形大学　清刷り



研究結果の応用として

広島市立大学Ul制作過程

平成5年広島市立大学設立準備委員会により、学章デザ

インの指名コンペが行われた。デザイン案は総数200点以上

提案され、広島市立大学設立準備委員会により選定された。

基本デザイン案のリファイン作業

平成6年3月、選定されたデザイン案をリファインし正式な

学章として広島市長より認定された。

リファイン作業のなかで基本カラーを決定するため、 1色の

パターン、2色のパターン、3色以上のパターンを検討し、最終

的に2色使用の現在のカラーとなった。

シンボルマークの意味付け

広島市立大学の3学部の連帯と無限の学問研究をテー

マに、国際学部(international Studies)、情報科学部

(information Sciences) 、芸術学部(Art)それぞれの頭文字I、

I、Aを組合わせ「果てしなき上昇」「未来への飛期」をイメー

ジし、また、広島の戦国武将、毛利元就の「三本の矢の教え」

にも通ずるデザインである。カラー規定は、色彩面から広島

市立大学のイメージを伝達し、他大学との差別化をはかるも

ので、基本カラーは広島市大ブルーと広島市大ライトブルー

である。基本カラーは、シンボルマークの基本的な表示色と

して、また印刷物やサイン類など、様々なデザインアイテムの基

調色として使用している。

アイテムへの展開

帳票類等のアイテムへ展開するため、企画広報委員会内

にUIワーキンググループが設置され、そしてUIワーキンググル

ープを中心として、アイテム-の展開とマニュアルづくりが進

められた。

特に、ステーショナリー(名刺、封筒、便築)には、コピードッ

トとよぶ小さなドットを四隅に設けてある。これはコピーなど

で複写しファイリングするときに、そのステーショナリーの境界

線を明示し、版型やサイズが一目でわかるようにするためだ。

現在、大学総務課によりマニュアルによるアイテムの管理を

行っている。

校歌の作成

平成10年4月に作詞:小川英晴、作曲:岩尾裕により校歌

を制定、同時にCDを制作した。(カバー絵:掘　研、カバーデ

ザイン:及川久男)(90頁参照)

広島市立大学Vlマニュアル　清刷り
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