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Constrain the Quick 

search to a specific 

category using the drop-
down list before hitting 

the Search button 
Search results are displayed 

in separate tabs 

Search by category: search a specific category 

by selecting the corresponding button; enter a 

word or sentence, and hit Enter or the Search 
icon. 

 

To display all available content, type ISO in the 

search field (leave default filter to All). 

  

Quick search: enter a word or phrase and hit Enter 

or click the Search icon. 

To display all available content, type ISO in the 

search field (leave default filter to All). 
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ホームページ 

 

 

 

クイック検索：単語又は語句を入力し、Enterを押すか、又は、検索
アイコンをクリックする。 
入手可能なコンテンツを全て表示するには、検索欄に ISO と入力
する（デフォルトのフィルタは All のままにする）。 

カテゴリーによる検索： 
対応するボタンを選択して特定のカテゴリーを検索
する。単語又は語句を入力し、Enter を押すか、又
は、検索アイコンをクリックする。 
 
入手可能なコンテンツを全て表示するには、検索
欄に ISO と入力する（デフォルトのフィルタは All の
ままにする）。 

検索ボタンを押す前に、 
ドロップダウンリストを使っ
てクイック検索を特定のカ
テゴリーの範囲に制約す
る。 

検索結果は別のタブの中に表示
される。 
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STANDARDS PREVIEW – SEARCH/FILTER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter Search results by 
category. Click on the 

required category to only 
show items of this type, or 

select All to display all. 

Switch search results layout:  

- sort by search relevance, standard reference or 

publication date 

- select number of results displayed per page 

0 

Within a specific category, narrow down search 

results using "facets". 

Facets allow the classification of items using 

characteristics such as Committee, Technical 
sector, Publication year. Facets change depending 

on type and other facets you have selected.  

 

To modify the scope of 
your search, click on 
the search options 
button.   

Hover mouse cursor 
over standards to reveal 
preview pane. 

Click on Standard Title 
to open the standard 
and display all preview 
sections. 
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規格のプレビュー ‐ 検索／フィルタ 

 

 

検索結果レイアウトの切り替え： 
- 検索の関連度、規格の番号、発行日によるソート 
- １ページ内に表示される検索結果の件数を選択する 

検索の範囲を変更するに
は、検索オプションボタンを
クリックする。 

検索結果にカテゴリーの検索
条件を追加する。必要なカテゴ
リーをクリックすると、該当する
種類の項目のみが表示され
る。All を選択すると全てが表示
される。 

マウスのカーソルを規格の上
にかざすとプレビューのウィ
ンドウが表示される。 
 
規格の名称をクリックすると、
全てのプレビューセクション
が表示される。 

ファセットを使って特定のカテゴリー内に検索結果を
絞り込む。 
 
ファセット(Facets)は、委員会、専門分野、発行年など
の特徴を用いて項目を分類することができる。ファセ
ットは、選択した種類やその他のファセットに応じて変
わる。 
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   STANDARDS PREVIEW – DETAIL PAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Click on "More 
Information" to view 
standard meta data 
including Committee, 
publication date & ICS 
classification code. 

 

Enter search term for 
in document search 

The preview sections of 
the standard are displayed 
in the main window, 
including: 

Forward, introduction, 
scope, terms and 
definitions and 
bibliographical references 

 

 

Click on preview sections 
to view in main window. 

 

Greyed out sections are 
not available for preview.  

To view full standard 
content please go through 
your usual sales channels 
to purchase a copy of the 
standard  

Click on menu items to show any Figures, Tables and Equations 

contained in the standard.  Any related Supplements 
(corrigenda and amendments) and Parts are also shown. 
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規格のプレビュー ‐ 詳細ページ 

 

More Information をクリック
すると、委員会、発行日、
ICS 分類コードなどの規格
のメタデータが表示される。 

プレビューセクションをクリックする
とメインウィンドウが表示される。 

文書検索欄に検索用語を
入力する。 

メインウィンドウで、以下を含
む規格のプレビューセクショ
ンが表示される： 
 
まえがき、序文、適用範囲、
用語及び定義、参考文献 

グレーで表示されたセクション
はプレビューできない。 
 
規格の全ての内容を閲覧する
には、通常の販売ルートで規格
を購入する。 

メニュー項目をクリックすると、規格に含まれる図、表、式などが表示さ
れる。関連する追加文書（正誤票と追補）や部（パート）も表示される。 
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   SEARCH RESULTS – GRAPHICAL SYMBOLS 

 

 

 

  

 

 

  

 

Filter Search results by 
category. Click on the 

required category to only 

show items of this type, or 
select All to display all. 

Within a specific category, narrow down search results using "facets". 

Facets allow the classification of items using characteristics such as Symbol 
types, categories, or visual impressions for Graphical symbols;  

Facets change depending on type and other facets you have selected.  

Switch search results layout:  

- sort by search relevance or reference number 

- number of symbols displayed per page 
- size of symbol thumbnails displayed on page 

- display symbols in list or gallery view 

 

To modify the scope of 
your search, click on 
the search options 
button.   

0 

Example of a global search on all available content 

 

To view the full details of a symbol, 

click on its icon and the symbol details 

page will open in a new tab. 
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検索結果 ‐ 図記号 

 

 

検索結果レイアウトの切り替え： 
- 検索の関連度又は参照番号によるソート 
- １ページ内に表示される記号の数 
- ページに表示される記号のサムネイルのサイズ 
- 記号を一覧又はギャラリービューで表示する 

入手可能な全コンテンツに関するグローバル検索の例 

検索結果にカテゴリーの検索
条件を追加する。必要なカテゴ
リーをクリックすると、該当する
種類の項目のみが表示され
る。All を選択すると全てが表示
される。 

検索範囲を変更するに
は、検索オプションボタ
ンをクリックする。 

記号の全詳細を見るには、アイコンをクリック
すれば、記号の詳細ページが新しいタブで開
く。 

ファセットを使って特定のカテゴリー内に検索結果を絞り込む。 
 
ファセット(Facets)は、図記号の種類、カテゴリー、図記号の視覚的な印象な
どの特徴を用いて項目を分類することができる。ファセットは、選択した種類
やその他のファセットに応じて変わる。 
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   PURCHASE – GRAPHICAL SYMBOLS 

 

  

 

Detailed information always 
gets displayed in a separate tab. 

To Purchase a symbol, click on Purchase 

and select a format. 

This action will open a preconfigured email 

addressed to the ISO Sales team who will 
deal with your request. Fill in your 

information as indicated and send the 

email. 
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購入 ‐ 図記号 

 

 

詳細情報は常に別のタブに表示
される。 

図記号を購入するには、Purchase ボタン
をクリックし、ファイル形式を選択する。 
 
次に購入のため、ISO 販売チーム宛の事
前に設定されている E メールが開く。必要
な情報を入力し、E メールを送信する。 
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   SEARCH RESULTS – TERMS 

 

 

 

 

  
Search results always get 

displayed on the second tab 

Filter Search results by category. 
Click on the required category to only 

show items of this type, or select All 
to display all. 

Since in this example the search is 

restricted to Terms, only Terms will 
show in the results set. 

Switch search results layout:  
- sort by search relevance or alphabetic order 

- number of results displayed per page 

- display terms in simple list, grouped or detailed 
view (grouped view groups terms with identical 

definitions) 

To view the full details of a Term, click on 

Detailed view. 

 

Example of a search restricted to Terms 

Within a specific category, narrow down search results using "facets". 

Facets allow the classification of items using characteristics such as 
Committee, Technical sector, Publication year. Facets change depending on 

type and other facets you have selected.  

To modify the scope of 
your search, click on 
the search options 
button.   

 

0 
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検索結果 ‐ 用語 

 

 

用語に限定した検索の例 

検索結果は常に２番目のタブに表示
される。 

検索結果にカテゴリーの検索条件を
追加する。必要なカテゴリーをクリック
すると、該当する種類の項目のみが
表示される。All を選択すると全てが表
示される。 
 
この例では検索が用語に限定されて
いるので、検索結果には用語のみが
表示されている。 

検索結果レイアウトの切り替え： 
- 検索の関連度又はアルファベット順によるソー

ト 
- １ページ内に表示される用語の数 
- Simple list (単純な一覧)、Grouped (グループ

別)、Detailed view (詳細表示)のいずれかで用
語を表示する。 
（Grouped の表示は、同じ定義を持つ用語を同
じグループに分類する） 

 
用語の全詳細を見るには、Detailed view をクリックす
る。 

検索範囲を変更する
には、検索オプション
ボタンをクリックする。 

ファセットを使って特定のカテゴリー内に検索結果を絞り込む。 
 
ファセット(Facets)は、委員会、専門分野、発行年などの特徴を用いて項目を分
類することができる。ファセットは、選択した種類やその他のファセットに応じて
変わる。 
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   SEARCH RESULTS – CODES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search results always get 
displayed on the second tab 

Filter Search results by category. 

Click on the required category to only 
show items of this type, or select All 

to display all. 

Since in this example the search is 

restricted to Codes, only Codes will 
show in the results set. 

Switch search results layout:  

- sort by search relevance or 
alphabetic order 

- number of results displayed per 
page 

-  

Example of a search restricted to Codes 

To view full details of a Code, click on its 
name and the code details page will open in a 

new tab. 

 

To modify the scope of 
your search, click on 
the search options 
button.   

 

0 
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検索結果 ‐ コード 

 

 

コードに限定した検索の例 

検索結果は常に２番目のタブに表
示される。 

検索結果にカテゴリーの検索条件を
追加する。所要のカテゴリーをクリック
すると、該当する種類の項目のみが
表示される。All を選択すると全てが表
示される。 
 
この例では検索がコードに限定されて
いるので、検索結果にはコードのみが
表示されている。 

検索結果レイアウトの切り替え： 
- 検索の関連度又はアルファベット

順によるソート 
- １ページ内に表示されるコードの

数 

検索範囲を変更する
には、検索オプション
ボタンをクリックする。 

コードの全詳細を見るには、コードの名称をクリ
ックすれば、コードの詳細ページが新しいタブで
開く。 
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SEARCH – ADVANCED OPTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin your search using one of the special keywords 
(see table below) followed by a colon : and then your 

desired search term  
e.g. term-exact:information 

When searching for a phrase rather than a single word, 
type your search term in-between brackets () e.g. 

termdef:(ordered set of eight bits) 

Press Enter or click on the Search icon 

 

As well as the in search options available by clicking on the  button, special keywords can be used to 
help refine your search enabling you to find what you are looking for more easily 

Keyword Search Behaviour example 

term Searches terms only (does not return any hits found in the definition of the term) term:information 

term-exact As above but only returns results exactly matching the search term used (case sensitive, no stemming) term-exact:information 

termdef Searches within terminology definitions  only (opposite to searching using "term") termdef:(ordered set of eight bits) 

code Searches the principle code only  (Does not return any hits found in the definition) code:en 

AND Returns results where all search terms (separated by the AND statement) match term:quality AND term:management 

OR Returns results where at least one of the search terms (separated by the OR statement) match  code:en OR code:fr 
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検索 ‐高度なオプション 

検索オプションボタン  をクリックする以外の方法として、特殊なキーワードは、検索を絞り込むのに役立ち、探しているものをより簡単に見つけるこ

とができる。 

 

キーワード 検索の動き 例 

term 用語のみ検索（用語の定義の中でヒットするものは全く検出されない） term:information 

term-exact 用いた検索用語に厳密に合致する用語だけが検出される（大文字・小文字は区別される。語幹抽出はなし） term-exact:information 

termdef 用語の定義のみ検索（“term”検索とは対照的） termdef:(ordered set of eight bits) 

code 基本的なコードのみを検索する（定義の中でヒットするものは抽出されない） code:en 

AND （AND で区切られた）全ての検索用語に合致した検索結果が抽出される term:quality AND term:management 

OR （OR で区切られた）検索用語の１つ以上が合致した検索結果が抽出される code:en OR code:fr 

 

まず、特殊なキーワード（以下の表を参照）を１つ入れ、次にコロ
ン：、そしてその後に希望の検索用語を入力し、検索する。 
例：term-exact:information 
 
単一の単語でなくて語句を検索する場合は、括弧 ( ) の中に検
索用語を入力する。例：termdef:(ordered set of eight bits) 
 
Enter を押すか、又は、検索アイコンをクリックする。 
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