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はじめに
海外旅行先でトイレを探していたとき、お馴染みの男性と女性の人型の標識を見つければホット安
心された経験があるのではないでしょうか。空港、公共交通機関、施設などにも多くの図記号が設置
され人に聞くことなく目的とするところへ行けます。
図記号は、ISO（国際標準化機構）
、JIS（日本工業規格）に登録されたものです。国柄・文化の相
違により男性と女性のデザインなどに多少の違いがある図記号を見かけますが意味は共有できてい
るので問題はなく社会生活を営む上で大変便利なものです。
図記号は、文字が読めない人でも見るだけで理解できます。文字は最後まで読む必要がありますが、
図記号は一目で何を知らせようとしているのか一瞬でしかも遠くからでも認識できます。一目で分か
るようにとパソコンなどでお馴染みのアプリケーションソフトのアイコン、マーク、ピクトグラム、
記号など普段よく目にします。
図記号は、一般用語で呼称されるピクトグラム、マーク、記号などとは異なり ISO、JIS に登録さ
れたものは公式のものです。アイコン、マーク、ピクトグラム、記号等は団体、企業が独自に作成す
ることが出来ますが、公式のものではありません。
図記号は、国際標準化機構（ISO/IEC 等）において公式用語で“Graphical symbols”（図記号）とし
て定義されています。
JIS では“図記号”と呼称し JIS ハンドブックなどでも“図記号”と呼称しています。
ISO 及び JIS に登録するには理解度テストを実施し、所定の申請書を提出し、所定の審査を経て承
認されたものが登録されます。
図記号の定義
図記号(Graphical symbol): 言語から独立して情報を伝える一つの意味をもつ、視覚的に知覚される
図形。(JIS Z8210 より)

ISO に登録された図記号
ISO に登録されている図記号は、2018 年 10 月現在 ISO 7000(機器装置)4954 種類、ISO 7001(案
内)168 種類、ISO 7010(安全)214 種類。その中から代表的な「安全」関係図記号を図 1 に示します。

非常口

消火器

プラグを抜く

火気厳禁

図 1- ISO に登録されている「安全関係」図記号の例
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一般注意

申請
図記号を ISO に登録するには、一般的には政府機関（日本工業標準調査会 JISC）が ISO に提案し、
各国による投票（期間約 1.5 年）を経て承認されたものが国際登録(IS)となります。
デザイン作成
① デザインについても決められた開発・作図法（安全分野については ISO 3864-1、3）に則り作成
しなければなりません(下記図参照)。そして理解度テスト(ISO 9186-1)が必要です。
② 国際整合化の方針により ISO に登録された図記号は基本的には JIS 化します。これによって国際
整合化が図られます。
図 2 は、ISO 3864-1 及び ISO 3864-3 で定められた基本形状の作図例です。

禁止: 斜線幅は周囲枠幅の 80%

注意警告: 角は R に

(外枠と斜線の幅が同じものを見かけます。)

(角が丸くなっていないものを見かけます。)

※安全色は、面積全体の「禁止」は 35%以上、注意警告(黄／黒)、指示(青／白)、安全状態(緑／白)、
防火(赤／白)についても 50 %を占めなければならないとなっています。
図 2- 基本形状の例
又、人の形を描く場合は、図 3 のように定められています。

a)人の正面

b)人の側面
図 3- 人の形の作図方法

図記号の色
図記号に用いる色は、JIS Z 9103:2018 の表 1 による。
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c)上: 手の形

下: 足の形

ISO に登録されている「安全」関係図記号(2018 年 10 月 10 日現在)
Emergency exit

Emergency exit

Direction arrow

Direction arrow

First aid

Assembly point

Break to obtain access

Doctor

AED

Eyewash station

Safety shower

stretcher

Child seat presence and orientation detection system

Drinking water

Emergency window with escape ladder

Rescue window

Turn anticlockwise to open

Turn clockwise to open

Emergency stop button

Storm shelter

Push door on left-hand slide to open

Emergency hammer

Medical grab bag

Oxygen resuscitator

Emergency escape breathing device

Push door on left-hand slide to open

Push door on right-hand slide to open

Escape ladder

Evacuation chair

Fire extinguisher

Fire hose reel

Fire ladder

Collection of fire fighting equipment
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Push door on right-hand slide to open

Door slides left to open

Fire alarm call point

Emergency telephone

Evacuation temporary safe area

Door slides right to open

Fire emergency telephone

Fire alarm sounder

Fire blanket

General mandatory action sign

Refer to instruction manual/booklet

Disconnect mains electrical plug from outlet

Wear ear protection

Wear eye protection

Wear opaque eye protection

Safety shoes must be worn

Wear protective gloves

Wear face shield

Wear head protection

Wear respiratory protection

Wear a mask

Wear welding mask

Wear anti-static footwear

Wear protective clothing

Wear highvisibility clothing

Wear safety harness

Wear safety belts

Wash your hands

Wear protective gloves

Connect an earth to ground

Pedestrians must use this walkway

General prohibition sign

No smoking

NO open flame

NO thoroughfare

NO drinking water

NO access for fork

NO access for persons with pacemakers

NO metallic articles or watches

No climbing

Do not touch

Do not extinguish with water

No heavy load
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Mobile phone prohibited

NO access for persons with metallic implants

No reaching in

Do not spray with water

Pushing prohibited

Sitting prohibited

No stepping prohibited

Do not use lift in the event of fire

No dogs

No eating or drinking

Do not obstruct

Do not walk or stand here

Do not use this incomplete scaffold

Do not use this device in an bathtub

Do not use this lift for people

Do not wear gloves

No photography

Do not tie knots in rope

Do not alter the state of switch

Do not use for face grinding

Do not use for wet grinding

Do not use with hand-held ・

Do not wear metal studded footwear

No children allowed

Leaving 2 track

Do not swing the chair

Hot works prohibited

Do not set off fireworks

No leaning against

Not for pregnant women

Not for people in the state of intoxication

Use of smart glasses prohibited

Do not stretch out of toboggan

Do not ram into toboggans

General warning sign

Explosive material

Radioactive material

Laser beam

Non-ionizing radiation

Magnetic field
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Floor-level obstacle

Drop(fall)

Biological hazard

Low temperature

Slippery surface

Electrical

Guard dog

Industrial vehicles

Overhead load

Toxic material

Hot surface

Automatic startup

Crushing

Overhead

Flammable material

Sharp elements

Corrosive substance

Crushing of hands

Counterrotating rollers

Battery recharging

Optical radiation

Substance oxidizing in case of fire

Pressurized

Hand crushing between press brake tool

Hand crushing between press brake and material

Rapid movement of workplece in press brake

Barbed wire

Bull

Falling objects

Fragile roof

Remoto oprator controlled machne

Sudden loud noises

Falling ice

Roof avalanche

Asphyxiating atmosphere

Arc flash
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