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§安全色と安全標識                                2021/9/26 

安全色（safety colour）： 安全を図るための意味を備えた特別の属性をもつ色 

 

JIS Z 9101-2018 

図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則 

JIS Z 9103-2018 

図記号―安全色及び安全標識―安全色の色度座標の範囲及び測定方法 

【備考】国際規格 ISO 3864 に整合させるため、これらの JIS は 2018 年に改正されました。 

 

 

 

安全色のマンセル値（参考値）（JIS Z 9103-2018 附属書 JA、附属書 JB より） 

 色の種類 意味または目的 
旧マンセル値 

（参考値） 
新マンセル値 

（参考値） 

安全色 赤 防火、禁止、停止、危険、緊急 7.5R4/15 8.75R 5/12 

黄赤 危険、航海、航空の保安施設 2.5YR6/14 5YR 6.5/14 

黄 注意 2.5Y8/14 7.5Y 8/12 

緑 安全状態、進行、完了・稼働中 10G4/10 5G 5.5/10 

青 指示、誘導、安全状態、完了・稼働中 2.5PB3.5/10 2.5PB 4.5/10 

赤紫 放射能、極度の危険 2.5RP4/12 10P 4/10 

対比色 白 赤・黄赤・黄・緑・青・赤紫に対応する 

対比色 
N9.5 N 9.3 

灰 色 N5 - 

黒 N1 N 1.5 
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  2008/11/24 

§安全色と安全標識 （JIS 9101 は 2018 年に改正され、マンセル値が変更されています。） 

（JIS Z 9101-1995 「安全色及び安全標識―産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」） 

安全色彩 使用箇所 

赤：7.5R4/15 

 

 

【1】防火：防火標識、防火警標、配管識別の消化表示、消火栓、消化器、火災知器 

【2】禁止：禁止標識、禁止警標、立入禁止、禁止信号機 

【3】停止：緊急停止ボタン、停止信号機 

【4】高度の危険：火薬警標および発破警標ならびに火薬類の表示、人体危険物質の      

小分け容器または使用箇所、特に危険な路肩の表示 

黄赤：2.5YR6/14 

 

 

【1】危険：危険標識や危険警標、危険表示、スイッチボタンのふたや機械の安全カバー 

        面露出歯車の側面、目盛板の危険範囲 

【2】航海・航空の保安装置：救命いかだ、救命具、救命ブイ、水路標識、飛行用救急車 

黄：2.5Y8/14 

 

 

【1】注意：注意標識、注意警標、クレーン、フォークリフトトラック、構内機関車の 

バンパー低いはり、衝突のおそれのある柱、床上の突起物、ピットの縁、会談の

踏み面のふち、伝線の防護具、道路上のバリケードなど 

緑：10G4/10 

 

 

【1】安全：安全旗および安全指導標識器 

【2】非難：非常口の方向を示す標識、回避所を示す警標および回避所、坑口、非常口     

を示す標識 

【3】衛生：救護：救急箱、保護具箱、担架、救護所などの位置および方向を示す標識・      

警標、労働衛生旗および衛生指導標識 

【4】進行：進行信号機  

青：2.5PB3.5/10 

 

【1】指示：保護メガネ着用、ガス測定などを指示する標識の地の色 

【2】用心：修理中または運転休止箇所を示す標識、スイッチボックスの外面  

赤紫：2.5RP4/12 

 

【1】放射線：放射線同位元素およびこれに関する廃棄作業室、貯蔵施設、管理区域に 

設けるさくなど 

白：N9.5 

 

【1】通路：通路の区画線および方向線、誘導標識 

【2】整頓：廃品の入れ物 

黒：N1 

 

安全標識などの文字、記号、矢印の色に用いるほか、黄赤、黄、白の補助色として用 

いる。誘導標識の矢印、注意標識のしま模様、危険標識の文字など  

 

JIS Z 9101-1995（安全色・安全標識） （旧 JIS） 

 色の種類 意味または目的 
マンセル値 

（参考値） 
ＰＣＣＳ 

（参考値） 

安全色 赤 防火、禁止、停止、高度の危険 7.5Ｒ4/15 Ｖ３ 

黄 赤 危険、航海、航空の保安施設 2.5ＹＲ6/14 Ｖ５ 

黄 注意 2.5Ｙ8/14 Ｖ７ 

緑 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 10Ｇ4/10 Ｖ１３ 

青 義務的行動、指示 2.5ＰＢ3.5/10 Ｖ１８ 

赤 紫 放射能 2.5ＲＰ4/12 Ｖ２３ 

対比色 白 赤・黄赤・黄・緑・青・赤紫に対応する 

対比色 
Ｎ9.5 Ｇｙ－９．５ 

灰 色 Ｎ5 Ｇｙ－５ 

黒 Ｎ1 Ｇｙ－１．５ 
 

ＰＣＣＳ：安全は見事な卑弥呼とイワンの兄さん （マンセルでは、赤と緑以外は、2.5 で始まる。） 

防火、禁止、停止、高度の危険：7.5R4/15（赤） 名残りおしい子 

危険、航海、航空の保安施設：2.5YR6/14（黄赤） ２個入りの無添加饅頭よ。 

注意：2.5Ｙ8/14（黄） 注意して、不幸は、廃止にする。 

安全、避難、衛生、救護、保護、進行：10G4/10（緑） 東寺知っとるか。 

旧 JIS 
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放射能：2.5RP4/12（赤紫） 不意にラップしに行こう。 

 

ＪＩＳ（日本工業規格）では、このように工場などの配管内容を識別しやすいように、「配管識別」という規

格があり、次のように色によって区別するよう決められています。  

 

JIS Z 9102-1987 （現行 JIS） 

「配管系の識別表示」より 

 

 

 

 

 

 

JIS Z 9102-1987（配管系の識別表示） （現行 JIS） 

 色の種類 意味または目的 マンセル値（参考値） 

物質の 

識別表示 
暗い赤 蒸気 7.5R3/6 

うすい黄赤 電気 2.5YR7/6 

茶 色 油 7.5YR5/6 

うすい黄 ガス 2.5Y8/6 

青 水 2.5PB5/8 

灰 紫 酸又はアルカリ 2.5P5/5 

白 空気 N9.5 

状態表示 白 流れ方向を表示する 

矢印・文字 
N9.5 

黒 N1 

安全表示の色 赤 消化表示（両側を白で縁取り） 7.5R4/15 

黄 赤 危険表示（両側を黒で縁取り） 2.5YR6/14 

赤 紫 放射能表示（両側を黄で縁取り） 2.5RP4/12 

黒 縁取り N1 

白 縁取り N9.5 

黄 縁取り 2.5Y8/14 

 

色 物質 

青：2.5PB5/8 

 

水 

暗い赤：7.5R3/6 

 

蒸気 

白：N9.5 

 

空気 

薄い黄：2.5Y8/6 

 

ガス 

灰紫：2.5P5/5 

 

酸 または 

アルカリ 

茶色：7.5YR5/6 

 

油 

薄い黄赤：2.5YR7/6 

 

電気 

 


