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Abstract : In 2018, we redesigned the visual identity（VI） of 
Kyoto University and its rules. We supported responses more 
than 60 diverse inquiries to the university's public relations 
division after the redesign. Reflect on those inquiries and 
responses in this study, we considered "How to recognize about 

the Vl and the rules?" For our university members.  
We infer that they are divided into groups with at least two 
cognitive patterns. We think this means the diversity of our 
university members. 
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1． はじめに 

現在、大学など高等教育機関の Web サイトを閲覧すると、大学

には、その組織や活動を表すシンボルマークやロゴタイプ、スク

ールカラー等を定めていることが見受けられる。このようなシン

ボルマークやロゴタイプ、スクールカラーは、しばしば大学のビ

ジュアル・アイデンティティ（VI）とよばれ、ビジュアルの形状

や色彩は、その大学のユニバーシティ・アイデンティティ（UI）

と呼応する意味付けがなされ紹介されていることも多い。大学の

VIは、Web サイトのヘッダやフッタに配置され、学生募集のパン

フレットや催事のポスターやフライヤー、あるいは催事参加者に

渡される文具等ノベルティ品、封筒などに使用され、学生の部活

動のユニフォームや、教職員個々人の名刺、研究発表時のスライ

ドなどにもあしらわれている。 

筆者らが関わった京都大学における VI の整備は、整備自体は

UI を意識したトップダウンによって開始されたが、機能は大学

組織の広報活動、海外でのプレゼンス向上等だけでなく、「部局」

や「研究者個人」として分散的・分権的に活動する研究大学の特

性やニーズを勘案することも必要とされ、多様なステークホルダ

ーの様々な利用場面に対応できるビジュアルの検討と運用ルー

ルを策定する困難があった。2018 年 10 月に VI 整備の一区切り

としてエンブレムやロゴのデータの公開と運用ルールのガイド

ブックが発行されるが、その後は学内から利用に関する質問や問

い合わせが寄せられている。 

筆者らは、この問い合わせの受け口である大学広報課（以下、

広報課）の職員へ VI運用ルールの考え方、あるいは問い合わせ

回答文案や具体的なデザイン対応例を示す等継続的な後方支援

を行ってきた。 

本発表では、大学 VI整備の在り方を模索するために、問い合

わせ事例と筆者らの対応を振り返り、大学構成員にとって VIが

どのように捉えられているかを推論する。 

 

2． 京都大学における VIの整備の経緯 
2-1．2018 年整備以前の状況 

京都大学には、VI整備前より学内で認知、使用されてきた「エ

ンブレム」、「ロゴタイプ（和・英）」、濃青色の「スクールカラー」

があった。またエンブレムとロゴタイプを組み合わせたものが、

「京大マーク」とよばれ、これを公式のものと規程を定め大学ホ

ームページの「シンボル」というページに掲載されていた。「エ

ンブレム」の原型は、1950 年頃に、大学の庶務課に所属してい

た職員が自身らの業務のために、正門前に植樹されている「クス

ノキ」をモチーフとして考案したと伝えられている。レターヘッ

ドや広報印刷物に使用されていたところ、自然発生的に学内で利

用が広まった。1990 年と 2009 年にデザイナーによってその時代

に応じた再検討がなされ、着色変更と形状調整、印刷時特色の設

定等、変更と変化を重ねながら、画像とベクター形式の電子ファ

イルのみが供される状況であった。なお、学内では 224 の部局や

部署のうち 147 拠点が独自マークを持っていることが確認され

ている（筆者らによる 2017 年 11 月時点の Web サイトの調査）。 

つまり、大学全体で統一した図案を使用する決まりはなく、学

内構成員が教育・研究・業務の際に自由に（時に多様なアレンジ

を施して）好みのシンボルを使っている状況であった。なお、学

外からの使用希望に応えるためには「大学の名義等使用に関する

規程」があり、その使用の可否は広報課が行なっていた。 

2-2． VI 整備の契機と筆者らの関わり 

京都大学では、2020 年 12 月に大学公式 Web サイトの全面リニ

ューアルを行なった。リニューアル事業を開始する 2017 年当時、

情報技術的な点において全面改修を行う必要があったためであ

る。リニューアル事業の実施には、当時の情報担当理事が、学内

部局・部署に所属する教職員に委嘱し「Web 戦略室」を設置して

取り組むこととなった。Web 戦略室は、Web リニューアルの検討

事項の種別から、「業務ワークフロー」「技術」「コンテンツ・デ

ザイン」と 3つのチームを設け、実務を進めることとなった[1]。 

一方、同時期に前述の理事と広報課には「大学に公式に統一さ

れたデザインの名刺がなく、不便である」「大学エンブレムやロ

ゴ等の使用許可の判断ができず困る。決まりを作れないか」とい

った大学の VIに関する困りごとがあった。当時 Web 戦略室副室

長を拝命していた喜多（第 2著者）はこの相談を受け「大学 Web

サイトのデザインを検討・実装する前に、まず大学 VIを整備す

る」という進め方を提案し、既存の 3 つのチームに加え「UI 検

討」チームを設けた。さらに、学内にほぼデザイン実務専門家は

不在であるため、大学間交流で既知の辰巳（第 3著者）にデザイ

ンアドバイザーを委嘱した。元木（第 1著者）は当時喜多が上長

であった所属部局で学内へのコンテンツ・デザイン支援を担当者

しており「コンテンツ・デザイン」と「UI 検討」チームの委嘱

を受け整備に携わった。元木は 2009 年再検討にも参画している。

なお、UI 検討チームは筆者らのほか、広報系部署の職員と情報

系職員、Web 戦略室全般マネージメントを担当する教員を主要な

メンバーとして、節目には国際交流系部署や研究支援系部署の教

職員が加わる構成をとった。なお、UI 検討チームは筆者らのほ

か、広報系部署の職員と情報系職員、Web 戦略室全般マネージメ

ントを担当する教員を主要なメンバーとして、節目には国際交流

系部署や研究支援系部署の教職員が加わる構成をとった。 
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2-3．VI 整備概要とガイドブックの作成 

VI の整備は、歴史的に醸成されてきた大学既存のエンブレム、

ロゴタイプ及びスクールカラーといったビジュアル要素につい

ての変更は 小限にとどめ、Web 等のメディア環境に配慮したデ

ータの再作成を行った。また、規程改正と、ビジュアル要素の利

用ガイドライン、利用例を示した「京都大学ビジュアル・アイデ

ンティティガイドブック」と名刺、封筒、レターヘッド等のデザ

イン用例集（冊子、PDF）を発行した [2]。これらは、学内向け

説明会で周知し、ビジュアル要素のデータをダウンロードする際

に目に留まるよう、大学 Web サイトに掲載した[3]。名刺は、こ

れまで個々人で好きに作成し使う仕組みであったが、統一デザイ

ン名刺を大学生協で発注できるシステムの構築と、UI検討チー

ム情報系職員発案により、希望者に専用台紙が配布され大学一括

導入のプリンターで出力、カットできる仕組みが整備された。な

お、これらの VIとその利用についての問い合わせは、広報課が

連絡先とされ周知された。 

3． VI ガイドブック作成後の問合せ事例 

今回対象とした問い合わせ対応の事案は、2018 年 10 月から

2021 年 3 月に筆者らが対応し、内部の事例集にまとめたもの、

メールで回答を行なったもの、およそ 60件である。

3-1. 問い合わせ者の分類と質問の概要 

まず、問い合わせ元とその内容は次のように外観できる。 

1） 職員から：（職務上の必要から）

広報メディア、レターヘッドや部局長などの名刺等におけるシン

ボルの差し替えの確認やレイアウト等の確認／担当部局・部署の

シンボル等との兼ね合い など

2） 教員から：（個人の研究、教育活動に使用する必要から）

利用して良いかの確認、あるいは使用許諾の要望、レイアウト等

の確認／ガイドブックにある運用ルールの妥当性に関する疑問

／公開データの技術的疑問や提供に関する要望 など 

3） 広報課職員から：（大学執行部または大学生協や同窓会、学

生団体等周辺団体からの問い合わせに対応する必要から）

名刺のレイアウト等確認／名義等使用申請に伴うビジュアル使

用の可否と取り扱い／シンボル等の差し替えの要不要 など 

3-2.質問内容の傾向と対応（抜粋） 

つぎに、質問内容の傾向と筆者ら UI検討チームがとった対応方

針を示す。 

A:ガイドラインを守れない、守れているか不安、守りたくない 

背景色や余白について適用方法、ルールの遵守への質問があり、

特に名刺においては、実際は氏名の字数・画数の多少、仮名を振

るには、他マークや役職名を入れるにはなど運用ルールへの質問

や意見があった。運用ルール自体への疑問や質問もあった。主に

具体的なグラフィックデザイン、時には個別事例ごとの解決案を

作成し示す対応をした。または、シンボルの使用は強要されてお

らず、使用しない選択、使い分けが可能とも伝えた。 

B: シンボル類の使用許可が欲しい、この場合に使って良いか、

古いシンボルのまま使いたい、変えなければいけないのか 
研究の図表とする使用許諾の問い合わせ、研究教育から派生した

グッズや学外展開する教育コンテンツに使用可能か等の質問が

あった。学内構成員が研究教育業務に使用の場合、申請の必要は

ないが許諾を出す規程がないことを伝えるほか、他の図案への変

更や大学（本部）ではなく当該部局が主体となるよう意匠や名称

をスライドさせる等、提案を行った。なお、シンボルが図表とし

て使用されるのは、適度に複雑かつ正方形や正円に収まり、愛着

も兼ね備え、データも入手できるアイテムであることを実感した。 

4．「問い合わせ」の背景の推論 
ここでは第一筆者の推論を述べる。前述した問い合わせ内容 A、

Bとも、内容に対し、尋ね方も回対応も一つの方向に収まってい

ないことから、質問者が問い合わせた背景には、VI とガイドラ

インに対する二種の前提が存在していること、筆者らはそれぞれ

を暗に把握して対応していると推察する。 

一つは、質問者は、シンボルを使う必要に応じてルールを守る

方法や考え方を必要としており、VI は自分たち組織のアイテム

で、ガイドラインは VIに内包され定められている遵守すべきル

ール、であると捉えていること、もう一つは、質問者はシンボル

を自身が使いたいように使えることを必要としており、VI は組

織かつ自分のアイテムであり、ガイドラインは VIとは別個で、

意見・批判してもよいルール、であると捉えていることである。

前者前提の質問であれば、多くの VI整備の働き（ビジュアルの

統一）で対応できるが、後者前提の質問への対応は熟考を要する。 

5．まとめ 
構成員の「多様さ」の正体の一端を考察した。多様さは、時に

大学においてトップダウンによる VIの統一、整備推進に困難さ

と違和感を生じるが、それも組織アイデンティティの一端であり、

今後もその向き合い方にデザインを実践しながら問い続けてい

きたい。また、筆者ら「問い合わせ対応者」にもそれぞれの背景

や経験則があり、対応していることを改めて意識した。この点も

含めさらに研究を進め、より深く全貌を論述することを進めたい。 
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