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はじめに

本マニュアルではブランドマーク、エンブレム、法政大学憲章を含め、その諸規定・使用についてのルール等を解説しております。

それぞれの考え方、使用方法を正しくご理解頂き、

法政大学ブランドとしてのイメージの浸透にご協力をお願いいたします。

2016年3月2日

法政大学

更新履歴

Ver. 1.0 2013年11月制作：コミュニケーションワード・ステートメント策定

Ver. 2.0 2016年3月更新：法政大学憲章使用規定を追加（ブランドマーク使用例 ツール・アプリケーション頁も合わせて更新）

  コミュニケーションワード「その先の自分を創る。」該当頁を削除
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法政大学 ロゴタイプ・マーク等の使用規定と運用ルールの策定について

法政大学として積極的な情報発信をする際に使用する約
束です。法政大学のブランド価値を端的に、大学内外を問
わず、伝える役割を担います。法政大学憲章（約束と本文）
は、さまざまな場面での積極的な使用を推奨します。
※将来にわたって本学が果たすべき役割や提供する価値
　を約束として取り纏めたもの

コミュニケーションワード及びアイコンは今後使わない。
現在運用されている場合は当面この限りではない。
今後、コミュニケーションワード及びアイコンが運用され
ているものについては機会が生じた場合に入れ替えて
いく。

在学生の諸活動、受験生など。各紙と伝統ある場以外に
運用。えこぴょんの名前は通称として継続運用。正式に
は法政大学えこぴょんとし、大学キャラクターとする。

「自由と進歩」のロゴタイプは規定のものを運用する事と
し、格式・伝統的なイメージを伝えたい場合に、運用され
ることが望ましい。法政大学ロゴタイプと併用する。
※建学の精神として、大学の公的な説明を施す際に使用
　されるもの

法政大学憲章

コミュニケーションワード
及びアイコン
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法政大学憲章の制定について

約束

本文

法政大学憲章

「法政大学憲章」制定の趣旨

大学進学者の七割強を教育する日本の私立大学は、社会における重要な責任を担ってきた。

大きな変化と流動化の時代を迎え、政府や社会は私立大学に対し、

教育の内容と質についてさまざまな要請をする時代となった。

このような状況のなか、外部からの要請をただ退けることも、またそれにとらわれることもなく、

また内部における矛盾から目をそむけることもなく、

法政大学がその原点と方向性を見失わず、大学に集う全ての人々とともに、

教育と研究の理想を創造的に追求し、

社会的責任を果たしていくために、ここに法政大学憲章を制定することとした。
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法政大学憲章：約束

24mm 85pixel

①基本表現（推奨）
スミ単色表現を推奨します。で
きる限りこの表現を使用してく
ださい。

②ネガティブ
濃い色の背景に表示する場合は、
白色（ネガティブ）で表現します。

③モノクロ表現／ネガティブ
カラー表現が困難な場合、且つ
濃い色の背景に表示する場合は、
白色（ネガティブ）で表現します。

法政大学憲章：約束は、スミ単色表現が基本です。カラーは、デザインアイテムの形状と並んで、大きな伝達力を持っています。でき

る限りこのカラー表現を使用してください。展開するアイテムや表示する場面、環境に応じて法政大学憲章：約束を明確に、且つ効果

的に表現するようにしてください。

カラーシステム

表示色はBlackを基本とします。

Black表現が困難な場合には、ネガティブ表現（白ヌキ）も選択できます。

法政大学憲章：約束は、和文指定書体「新ゴ DB」で表示します。法政大学指定書体を使用することで、法政大学ブランドとしての

イメージを統一、強化していきます。

法政大学憲章：約束は、法政大学ロゴタイプとの調和を考慮して、文字の太さや文字の間隔等を選択・調整して組んだデザイン要素

です。法政大学憲章：約束を他の書体で代用することや、変型、文字間等を変えることはできません。ただし、一連の文章中に法政大

学憲章：約束が登場する場合には、文章全体と同じ書体を使用してください。

法政大学憲章：約束の使用に関しては「オリジナルデータ」を用いることを原則とします。

カラー

印刷物用最小サイズ ：24mm

ウェブ用最小サイズ ：85pixel

最小使用サイズ

Black PROCESS K100%
RGB 0, 0, 0
HTML #000000
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法政大学憲章：約束 使用禁止例

文字間の変更 天地左右の比率の変更 一部を規定外の大きさに変更

影を付ける 3D加工 アウトライン表示

タイプフェースの変更 アウトラインを追加 視認性を損なうパターンや文字
の上に表示

視認性を損なう写真やイラスト
レーション背景の上に表示

テキストボックスに入れて表示 他の図形との組み合わせや
特徴的な他の図形内への表示

自由を生き抜く実践知

法政大学憲章：約束のデザイン・色の変更、省略、要素の追加は不可とします。

一貫したブランドコミュニケーション展開を行うためにも、下記の禁止例のような表現は避けてください。
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法政大学は、近代社会の黎明期にあって、

権利の意識に目覚め、法律の知識を求める

多くの市井の人びとのために、

無名の若者たちによって設立されました。

校歌に謳う「よき師よき友」が集い、

人びとの権利を重んじ、多様性を認めあう「自由な学風」と、

なにものにも囚われることなく公正な社会の実現をめざす

「進取の気象」とを育んできました。

建学以来のこの精神をうけ継ぎ、

地球社会の課題解決に貢献することこそが、本学の使命です。

そのために多様性と先見性にあふれた研究に取り組むとともに、

常に社会や人の為に考え行動できる真に自由な市民を輩出します。

地域から世界まで、あらゆる立場の人々への共感に基づく

健全な批判精神をもって、

社会の課題解決につながる「実践知」を創出しつづけ、

世界のどこでも生き抜く力を有する

あまたの卒業生たちと力を合わせて、

法政大学は持続可能な社会の未来に貢献します。

法政大学は、近代社会の黎明期にあって、
権利の意識に目覚め、法律の知識を求める
多くの市井の人びとのために、
無名の若者たちによって設立されました。

校歌に謳う「よき師よき友」が集い、
人びとの権利を重んじ、多様性を認めあう「自由な学風」と、
なにものにも囚われることなく公正な社会の実現をめざす
「進取の気象」とを育んできました。

建学以来のこの精神をうけ継ぎ、
地球社会の課題解決に貢献することこそが、本学の使命です。
そのために多様性と先見性にあふれた研究に取り組むとともに、
常に社会や人の為に考え行動できる真に自由な市民を輩出します。

地域から世界まで、あらゆる立場の人々への共感に基づく
健全な批判精神をもって、
社会の課題解決につながる「実践知」を創出しつづけ、
世界のどこでも生き抜く力を有する
あまたの卒業生たちと力を合わせて、
法政大学は持続可能な社会の未来に貢献します。

法政大学憲章：本文

法政大学憲章：本文は、和文指定書体「新ゴ R」で表示します。法政大学指定書体を使用することで、法政大学ブランドとして

のイメージを統一、強化していきます。法政大学憲章：本文を他の書体で代用することはできません。但し、環境や媒体によって使用

する書体が限定されている場合があります。その際は、代替書体「メイリオ R」で対応してください。

法政大学は、近代社会の黎明期にあって、法政大学は、近代社会の黎明期にあって、法政大学は、近代社会の黎明期にあって、

①基本表現（推奨）
スミ単色表現を推奨します。で
きる限りこの表現を使用してく
ださい。

②ネガティブ
濃い色の背景に表示する場合は、
白色（ネガティブ）で表現します。

③モノクロ表現／ネガティブ
カラー表現が困難な場合、且つ
濃い色の背景に表示する場合は、
白色（ネガティブ）で表現します。

法政大学憲章：本文は、スミ単色表現が基本です。カラーは、デザインアイテムの形状と並んで、大きな伝達力を持っています。でき

る限りこのカラー表現を使用してください。展開するアイテムや表示する場面、環境に応じて法政大学憲章：本文を明確に、且つ効果

的に表現するようにしてください。

カラーシステム

表示色はBlackを基本とします。

Black表現が困難な場合には、ネガティブ表現（白ヌキ）も選択できます。

カラー

新ゴ R

和文指定書体

Black PROCESS K100%
RGB 0, 0, 0
HTML #000000

法政大学は、近代社会の黎明期にあって、

メイリオ R

和文代替書体 法政大学は、近代社会の黎明期にあって、

印刷物用最小サイズ ：6pt

ウェブ用最小サイズ ：7pt

最小使用サイズ

6pt

7pt
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A

B

B

B

B

C

法政大学憲章：組み合わせ基準

A ＞ B ＞ C

本文の幅は、
最も長い行の長さが
「約束」の両端と等しくなるよう
書体のポイントを調整してください

法政大学憲章は、「約束」と「本文」を一定基準で組み合わせた、法政大学を表す重要なアイデンティティ要素です。法政大学のブラ

ンド価値を大学内外へ正しく発信していくには、「約束」と「本文」の併記は必須です。各要素の単体使用は原則禁止します。

法政大学憲章を使用する際には、表記する箇所の環境に適した「約束」の表示サイズと「本文」書体のポイント数を選択してください。

法政大学憲章または法政大学憲章：約束の使用に関しては「オリジナルデータ」を用いることを原則とします。

【参考】法政大学憲章の組み合わせ基準
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50mm

130mm

WW

法政大学憲章 展開例：その他ブランド要素との組み合わせ基準

法政大学ロゴタイプ、ブランドマークと法政大学憲章の組み合わせ基準です。法政大学ロゴタイプとブランドマークは、左上の配置を

推奨します。

法政大学ロゴタイプ、ブランドマークおよび法政大学憲章（または法政大学憲章：約束）の使用に関しては「オリジナルデータ」を用い

ることを原則とします。

【参考】法政大学ロゴタイプ、ブランドマークと法政大学憲章の組み合わせ基準
 （A4サイズ）
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○○○○学部
○○○○学科／○○○学科／○○学科／○○○○学科

○○○○学科／○○○学科

2016
G U I D E  B O O K

70mm 60mm

法政大学憲章 展開：特例

法政大学憲章は、「約束」と「本文」を一定基準で組み合わせた、法政大学を表す重要なアイデンティティ要素です。法政大学のブラ

ンド価値を大学内外へ正しく発信していくには、「約束」と「本文」の併記は必須です。各要素の単体使用は原則禁止します。

ただし、法政大学憲章を用いる際に表示面積が非常に狭く、且つ視認性を担保したサイズで「本文」の表示が困難な場合は、特例と

して法政大学憲章：約束の単体使用を許可する場合があります。単体使用に際しては、事前に広報課へお問い合わせください。

法政大学憲章：約束の使用に関しては「オリジナルデータ」を用いることを原則とします。

【特例】法政大学ロゴタイプ、ブランドマークと法政大学憲章：約束（単体）の組み合わせ
 （学部案内・A4サイズ）

学風「自由と進歩」と
「法政大学憲章：約束」
の併記不可
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法政大学憲章 展開：「学風」と「法政大学憲章（約束）」の使用可能範囲

法政大学には、主なコミュニケーションワードとして「学風」と「法政大学憲章（約束）」の2種類があります。共に法政大学を表す重

要なアイデンティティ要素ですが、制定の背景や役割は全く異なります。それぞれの要素を使用する際は、注意が必要です。

「学風」は法政大学が建学以来培ってきた精神であり、大学の出自や歴史を説明する場合に限り使用します。「法政大学憲章」は

法政大学のブランド価値を大学内外を問わず、端的に伝える役割を担い、2030年に向けて法政大学が目指す姿を表したものです。

従って、法政大学憲章はさまざまな場面で情報発信する際に使用するコミュニケーションワードとして積極的な使用を推奨します。

「学風」および「法政大学憲章」の使用に関してはオリジナルデータを用いることを原則とします。

法政大学憲章：約束学　風

大学の出自や歴史を説明する場合に
限り、使用可能

左記以外、大学内外問わず、さまざま
な場面で使用可能

学風「自由と進歩」の単体使用
不可

必ず、法政大学ロゴタイプと組
み合わせて使用する

「法政大学憲章：約束」は一定
条件内で単体使用可＊

法政大学ロゴタイプと組み合
わせ使用不可

学風「自由と進歩」と
「法政大学憲章：約束」の併記
不可

＊法政大学憲章を用いる際に表示面積が非常に狭く、且つ視認性を担保したサイズで「本文」の表示が困難な場合は、特例として法政大学憲章：約束の
　単体使用を許可する場合があります。単体使用に際しては、事前に広報課（仮）へお問い合わせください。

○○○○学部
○○○○学科／○○○学科／○○学科／○○○○学科

○○○○学科／○○○学科

2016
G U I D E  B O O K

11



法政大学憲章：英語版

法政大学憲章には英語版があります。法政大学のブランド価値をグローバルに展開するには、こちらの翻訳が必須です。本英語版以

外の翻訳は原則認められません。

指定書体はありませんが、法政大学憲章に相応しい品位と格式を考慮した書体の使用を推奨します。

Practical Wisdom for Freedom
Hosei University was founded by a group of ambitious young men at the 
beginning of the modern era in Japan for ordinary citizens who had become 
aware of human rights and sought a knowledge of the law. 

As the school song says, Hosei University is a place where “good teachers and 
good friends gather.” The university has always fostered a “free academic 
atmosphere” in which the rights of others are respected and diversity is 
accepted and a “pioneering spirit” which is not bound by convention and aims 
at building a fair society. 

Carrying on the legacy of the university’s founders, our mission is to pass on 
this free academic atmosphere and pioneering spirit to the next generation and 
contribute to solving the problems of the world. 

In order to fulfill this mission, the university strives to support farsighted 
research from a variety of points of view and educate students to become 
independent citizens who carry out their work for the society and the people 
based on well-grounded principles and unrestricted thinking. 

Hosei University promotes sound critical thinking based on sympathy for all 
people, both locally and internationally, and the creation of ideas for solving 
social problems based on practical wisdom. In cooperation with its many 
graduates, who have the ability to live anywhere in the world, Hosei Universi-
ty will contribute to the future of sustainable societies. 

【参考例】法政大学憲章 英語版レイアウト
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ブランドマーク使用例 ツール・アプリケーション

各アプリケーションに法政大学ロゴタイプおよび法政大学憲章を表示した場合の推奨位置は下記のとおりです。

法政大学ロゴタイプおよび法政大学憲章：約束の使用に関しては「オリジナルデータ」を用いることを原則とします。

封筒 紙袋

レター クリアファイル

パワーポイント

ノート

名刺

法 政 太 郎
○○室○○課

市ヶ谷キャンパス
〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1
Tel: 03-5228-0551  Fax: 03-5228-0555  E-mail:taro.hosei@adm.hosei.ac.jp 

課　長

市ヶ谷キャンパス　〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1  Tel. 03-5228-0551  Fax. 03-5228-0555  URL  www.hosei.ac.jp

市ヶ谷キャンパス　〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1  Tel. 03-5228-0551  Fax. 03-5228-0555  URL  www.hosei.ac.jp
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