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1. General
On 19 May 2019, ISO and IEC signed the UNECE Declaration on Gender 
Responsive Standards and Standards Development, pledging to make the 
standards they develop and the standards development process they use 
gender responsive. The UNECE Declaration recognizes that women are not 
currently as well-served by standards as men. The declaration encourages 
standards development organizations of all types to create gender 
responsive standards (GRS) and achieve gender balance in their standards 
development environments. The Declaration and its implementation aim to 
provide a practical framework for standards bodies and standards developers 
seeking to make the standards they develop, and the standards development 
process they follow, gender responsive. 

The Declaration is part of the UNECE Gender Responsive Standards Initiative 
(UNECE GRSI). Established in 2016, the Initiative has the threefold “objectives 
of: (i) strengthening the use of standards and technical regulations as 
powerful tools to attain SDG 5 (Achieve Gender Equality and Empower all 
Women and Girls); (ii) integrating a gender lens in the development of both 
standards and technical regulations; and (iii) elaborating gender indicators 
and criteria that could be used in standards development.”1

In response to the UNECE Declaration, and as part of ISO and IEC’s respective 
gender action and diversity plans, both organizations partnered under 
the stewardship of the Joint Strategic Advisory Group (JSAG) to develop 
guidance to help technical committees ensure they are developing GRS. 

1   UNECE Gender Responsive Standards Declaration, https://unece.org/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/
GenderInitiative/UNECEGenderDeclaration_English.pdf
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1. 全般 
2019 年 5 月 19 日，ISO と IEC は，ジェンダー対応規格および規格開発に関する 
UNECE 宣言に署名し，開発する規格と規格開発プロセスをジェンダー対応にするこ

とを約束しました。 UNECE 宣言は，現在の規格では，女性は男性ほど恩恵を受けて

いないことを認識しています。この宣言は，あらゆる種類の規格開発組織が，ジェンダ

ー対応規格（GRS） を作成し，規格開発環境でジェンダー バランスを達成することを

奨励しています。宣言とその実施は，規格団体と規格開発者が開発する規格と，従う

べき規格開発プロセスをジェンダーに対応したものにしようとする実用的な枠組みを

提供することを目的としています。 

この宣言は，UNECE ジェンダー対応規格イニシアチブ （UNECE GRSI） の一部で

す。 2016 年に設置されたこのイニシアチブには，次の 3つの目的があります。「（i） 
SDG 5（ジェンダー平等を達成し，すべての女性と女児のエンパワーメントを図る）を

達成するための強力なツールとして，規格と技術規制の使用を強化します。 （ii） 規格

と技術規制の両方の開発にジェンダー レンズを統合します。 （iii） 規格開発に使用で

きるジェンダー指標と基準を作成します。」1  

UNECE 宣言への対応として，また ISO と IEC のそれぞれのジェンダーアクションと

多様性計画の一環として，両組織は合同戦略諮問グループ （JSAG） の管理下で提

携し，専門委員会が GRS を開発していることを確認するのに役立つガイダンスを作

成しました。 

 
 
 

1 UNECE Gender Responsive Standards Declaration, https://unece.org/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/ 
GenderInitiative/UNECEGenderDeclaration_English.pdf 
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research has shown that due to biological differences pollution poses a 
greater health threat to women than men.5 In the case of cookstoves, sex and 
gender differences put women at greater risk”.6

3.   What is your role as a standards developer  
in GRS?

Collectively TC / SC / PC / SyC / WG leadership teams have an important role 
in shaping the direction / scope of standards and guiding the development 
process and this have a particularly important role to play in ensuring that 
standards are thus gender responsive, but ultimately, all participants in the 
process have a role to play by considering questions of gender responsiveness 
throughout the standards development process. An early assessment at 
the proposal stage using the attached form and ongoing assessment of a 
standard’s differential impact on women and men throughout the standards 
development and review process, ideally informed by sex-disaggregated data, 
can promote more equal benefits from standardization for women and men.

5  Clougherty J. E. (2010). A growing role for gender analysis in air pollution epidemiology. Environmental health 
perspectives, 118(2), 167–176. https://doi.org/10.1289/ehp.0900994

6  https://unece.org/sites/default/files/2022-01/Guidelines%20on%20developing%20gender%20responsive%20
standards%20Advanced%20Copy%20v0_1%20220119.pdf

This guidance document aims to provide standards developers and 
all technical committee (TC, SC, PC, SyC) and working group (WG) 
participants with important considerations and questions to aid them in 
ensuring the standards they are developing are gender responsive. Given 
the breadth and depth of standardization, there is no singular solution to 
ensuring that a standard is gender responsive. As such, this guidance is 
intended to be the first in a series of joint ISO-IEC communications, training 
and technical policy products on GRS. 

While not mandatory, the use of this guidance document and the attached 
gender responsive standards assessment form is strongly recommended for 
all standards that involve interactions with humans.

2. What are gender responsive standards (GRS)?
Gender responsive standards are developed with consideration of how 
gender impacts the content, requirements, and application of standards. 
They ensure that both women’s and men’s needs, experiences, and 
concerns are an integral dimension in the design and performance of the 
product, process, or service undergoing standardization. In sum, a gender 
responsive standard is a standard that reflects an understanding of physical 
differences and gender roles, and equally addresses the needs of women 
and men.

GRS encompasses both sex and gender. There are biological realities 
that standards developers need to consider, as well as social and cultural 
constructs defining roles / expectations for women and men. Both the 
biological and social / cultural dimensions have implications for standards that 
must be addressed. 

As noted in the UNECE guidelines for developing GRS “to understand 
how gender and sex can impact a standard, we can consider the example 
of cookstoves. In 2018, ISO released new guidance on cookstoves. ISO 
collaborated with the Global Alliance for Clean Cookstoves to improve 
safety and efficiency.2 Cookstoves fueled by solid fuels (i.e. coal, dung, etc.) 
and kerosene are a major contributor to indoor pollution. Indoor pollution 
is estimated to be responsible for 3.8 million premature deaths annually.3 
Women – and children – are disproportionately impacted by household 
pollution.4 Due to gendered cultural norms women often spend more time on 
food preparation, increasing their exposure to harmful pollution. Moreover,  

2 ISO, New Guidance in the Cookstoves Series, 2018
3 WHO, Household air pollution and health, 2018
4 WHO, Household air pollution and health, 2018

Figure 1: Recommended Process for Assessing  
Gender Responsiveness in Standards
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このガイダンス文書は，規格開発者とすべての専門委員会 （TC，SC，PC，SyC） お
よび作業グループ （WG） の参加者に，開発中の規格がジェンダー対応であることを

確実にするのに役立つ重要な考慮事項と設問を提供することを目的としています。

標準化の幅と深さを考えると，規格がジェンダー対応であることを確実にする唯一の

解決策というものはありません。そのため，このガイダンスは，GRS に関する一連の 
ISO-IEC 合同コミュニケーション，トレーニング，および専門ポリシーの成果の最初の

ものとなることを意図しています。 

必須ではありませんが，人間との相互作用を伴うすべての規格について，このガイダ

ンス文書と添付のジェンダー対応規格評価フォームを使用することを強く推奨しま

す。 

2. ジェンダー対応規格 （GRS） とは何ですか? 
 ジェンダー対応規格は，ジェンダーが規格の内容，要求事項，および適用にどのよう

に影響するかを考慮して開発されています。それらは，女性と男性の両方のニーズ，

経験，および懸念が，標準化されている製品，プロセス，またはサービスの設計と性

能において不可欠な側面であることを確実にします。要するに，ジェンダー対応規格

は，身体の違いとジェンダーの役割の理解を反映し，女性と男性のニーズに等しく対

応する規格です。 

GRS には性別とジェンダーの両方が含まれます。規格開発者が考慮する必要があ

る生物学的現実と，女性と男性の役割 / 期待を定義する社会的および文化的構造が

あります。生物学的および社会的 / 文化的側面の両方が，対処しなければならない

規格に影響を与えます。 

GRS を開発するための UNECE ガイドラインで述べられているように，「ジェンダーと

性別が規格にどのように影響するかを理解するために，調理用コンロの例を考えるこ

とができます。 2018 年，ISO は調理用コンロに関する新しいガイダンスをリリースし

ました。 ISO は，安全性と効率性を向上させるために，クリーンな調理用コンロのた

めのグローバル アライアンスと連携しました。2 固形燃料（石炭，糞など）と灯油を燃

料とする調理用コンロは，屋内汚染の主な原因です。屋内汚染は，年間 380 万人の

早期死亡の原因であると推定されています。3 女性と子供は，家庭内汚染の影響を

不釣り合いに受けています。4 ジェンダー化された文化的規範のために，女性はしば

しば食べ物の準備により多くの時間を費やし，有害な汚染にさらされることが増えて 
 

 
2 ISO, New Guidance in the Cookstoves Series, 2018 
3 WHO, Household air pollution and health, 2018 
4 WHO, Household air pollution and health, 2018 

います。さらに，調査によると，生物学的な違いにより，汚染は男性よりも女性に大き

な健康上の脅威をもたらすことが示されています。5 調理用コンロの場合，性別やジェ

ンダーの違いにより，女性はより大きなリスクにさらされます。」6  

3. GRS における規格開発者としての役割は何ですか? 
集合的に TC / SC / PC / SyC / WG のリーダーシップ チームは，規格の方向性 / 範
囲を形成し，開発プロセスを導く上で重要な役割を担っています。プロセスのすべて

の参加者は，規格開発プロセス全体を通じてジェンダーへの対応の問題を検討する

ことにより，果たすべき役割を担っています。添付のフォームを使用した提案段階で

の早期評価と，規格の開発およびレビュー プロセス全体にわたる女性と男性に対す

る規格の差別的な影響の継続的な評価は，理想的には性別ごとに分類されたデータ

によって周知され，女性と男性のための標準化からより平等な利益を促進することが

できます。 

 

 
 
 
 

5 Clougherty J. E. （2010）. A growing role for gender analysis in air pollution epidemiology. Environmental health 
perspectives, 118（2）, 167–176. https://doi.org/10.1289/ehp.0900994 

6 https://unece.org/sites/default/files/2022-01/Guidelines%20on%20developing%20gender%20responsive%20 
standards%20Advanced%20Copy%20v0_1%20220119.pdf 
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•	 Work environments (i.e. who is most likely to be occupying more junior 
roles, are there roles typically seen as women’s or men’s roles, gender 
inequalities in leadership, promotion, recruitment, will the structure / 
terms and conditions of work equally enable access to work for both 
men and women etc.)

•	 Behavioural / cultural differences, (i.e. dress codes, access to 
certain services such as banking / financial or education, freedom of 
movement, etc.) 

•	 Social responsibilities (i.e. elder care, child care, etc.)

Socially constructed roles and expectations will vary within and between 
countries, regions, socio-economic groups, religious groups, etc. Standards 
developers should strive to identify and understand the implications of 
these types of gender differences which are based on culture, geography, 
etc., while maintaining a global relevance perspective by seeking relevant 
knowledge or expertise and / or ensuring the committee / group membership 
is sufficiently diverse.

By considering the questions below and the characteristics above, 
standards developers can assess and determine how to equitably address 
the implications of gender differences across product, process and service 
standards.

•	 Question 1: Is the product, process or service that is the subject of 
standardization going to be used by people and / or impact people 
either directly or indirectly? 

•	 Question 2: Is the product, process or service that is the subject of 
standardization identified to be used in another standard?

•	 Question 3: If yes to question 2, does that standard have a product, 
process or service that will be used by humans?

If YES to question 1, or YES to question 2 and question 3,  
the standard in question has potential gender implications.

FIRST, assess the diversity of thought in the TC / SC / PC / SyC / WG, 
consider the different interests within the drafting group 

SECOND, assume there ARE implications because of gender differences

To ensure standards are gender responsive, it is essential to start with the 
early premise that there are gender differences and that this will inherently 
have implications for the standard under development. This premise is 
essential in determining whether a standard functions, performs, and / or 
differentially impacts women and men. By understanding potential gender 
differences in a standard at the proposal stage, the content of the standard 
throughout the working draft, committee and enquiry stages can proactively 
account for these differences to ensure equivalent safety and efficacy for 
women and men.

Some of the most common physical or physiological differences between 
men and women that would merit consideration by standards developers 
include: 

•	 Grip strength 
•	 Physical dimensions / body size 
•	 Hormones 
•	 Skin thickness 
•	 Percentage body fat 
•	 Body fat percentage
•	 Voice recognition 
•	 Centre of gravity 
•	 Pregnancy 
•	 Facial recognition 
•	 Gender differences in ageing

Beyond the physical characteristics, standards developers should also 
consider differences between women and men because of socially 
constructed roles / expectations such as:

•	 Power / authority dynamics in the home and public domains (i.e. who 
is most likely to be seen as / be the decision-maker; who is most likely 
to be / be seen as the decision-maker; who is most likely to have / be 
seen to have control... etc.)

6 Gender Responsive Standards: Guidance for ISO and IEC technical committees 7Gender Responsive Standards: Guidance for ISO and IEC technical committees
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第一に，TC / SC / PC / SyC / WG の考え方の多様性を評価し，原案作成グループ

内のさまざまな利害関係を検討します。 

第二に，ジェンダー差による影響があると仮定します。 

規格がジェンダー対応であることを確実にするためには，ジェンダー差があり，これ

が開発中の規格に本質的に影響を与えるという初期の前提から始めることが不可

欠です。この前提は，規格の機能，パフォーマンス，および/または女性と男性に異な

る影響を与えるかどうかを判断する上で不可欠です。提案段階で規格の潜在的なジ

ェンダー差を理解することにより，作業原案，委員会および照会段階を通して，規格

の内容にジェンダー差を積極的に考慮して，女性と男性の同等の安全性と有効性を

確実にすることができます。 

規格開発者が検討する価値のある，男性と女性の最も一般的な身体的または生理

学的な違いには，以下のようなものがあります： 

• 握力 
• 身体寸法 / ボディサイズ 
• ホルモン 
• 皮膚の厚さ 
• 体脂肪率 
• 体脂肪率 
• 音声認識 
• 重心 
• 妊娠 
• 顔認識 
• 老化におけるジェンダー差 

 
身体的特徴を超えて，規格開発者は，社会的に構築された次のような役割/期待の

ため，女性と男性の違いも考慮する必要があります。たとえば： 

• 家庭および公の場における権力/権限のダイナミクス （つまり，意思決定者と見

なされる可能性が最も高いのは誰か，意思決定者と見なされる可能性が最も高

いのは誰か，支配していると見なされる可能性が最も高いのは誰か…など）。 

• 職場環境 （つまり，誰がより若い役割を占める可能性が最も高いか，一般的に

女性または男性の役割と見なされる役割があるか，リーダーシップ，昇進，採用

におけるジェンダー不平等はあるか，仕事の構造/条件は男性と女性の両方に

とって平等にアクセスを可能か，など） 
• 行動/文化の差 （例: 服装規定，銀行/金融または教育などの特定のサービスへ

のアクセス，移動の自由など） 
• 社会的責任（高齢者の介護，育児など） 

社会的に構築された役割と期待は，国，地域，社会経済グループ，宗教グループな

どの内外で異なります。規格開発者は，関連する知識や専門知識を求め，および/ま
たは委員会/グループのメンバーが十分に多様であることを確実にすることにより，

国際市場性の視点を維持しながら，文化，地理などに基づくこれらのタイプのジェン

ダー差の意味を特定し，理解するよう努める必要があります。 

以下の設問と上記の特性を考慮することにより，規格開発者は，製品，プロセス，お

よびサービスの規格全体でジェンダー差の影響に公平に対処する方法を評価およ

び決定できます。 

• 設問 1: 標準化の対象となる製品，プロセス，またはサービスは，人々によって

使用され，および/または直接的または間接的に人々に影響を与えますか? 

• 設問 2: 標準化の対象となる製品，プロセス，またはサービスは，別の規格で使

用されることが特定されていますか? 

• 設問 3: 設問 2 で「はい」の場合，その規格には人間が使用する製品，プロセス，

またはサービスがありますか? 

 
設問 1 で「はい」，または設問 2 と設問 3 で「はい」の場合，対象

の規格には潜在的なジェンダー別の影響があります。 



FOURTH, seek out and employ sex disaggregated data

A vast amount of “data,” in the most general sense of the word, is used in 
the development of standards. The data can come in the form of knowledge, 
statistics, research, illustrations, etc. Data is critical in the standards 
development process. Standards developers need to be aware that data 
can contains gaps and biases. It is imperative for committee members to 
understand the data they are using and its limitations. 

Sex-disaggregated data is collected and tabulated separately for women 
and men. It allows for the measurement of differences between women and 
men on various dimensions (i.e. social, economic, physical, etc.) and is one 
of the requirements in obtaining gender statistics. However, gender statistics 
are more than data disaggregated by sex. Having data by sex does not 
guarantee, for example, that concepts, definitions and methods used in data 
production are conceived to reflect gender roles, relations and inequalities in 
society.

By considering the questions below, standards developers can assess the 
data and develop strategies to critically analyze the required data to ensure 
its appropriate use and any potential limitations. 

•	 Question 4: Is there sufficient data to understand the gender 
differences of end users of the standard under development? 

•	 Question 5: If no, what data is missing and how will the TC / SC / PC / 
SyC/ WG access such data?

Sex-disaggregated data may need to be further disaggregated: Women and 
men are not homogenous groups. When considering sex, it is important to 
note if other variables need to be considered. For example, while on average 
men are taller than women, the average height of women and men varies 
across ethnicities. Similarly, while on average smoking rates are higher for 
men than women, women of low socioeconomic status (SES) have higher 
smoking rates than men with high SES.7 By ignoring other relevant factors 
sex-disaggregated data can be misleading.

7 See for example: https://www.cdc.gov/pcd/issues/2019/18_0553.htm

THIRD, consider the potential gender implications, accounting for both the 
different physical and social aspects of gender and determine whether, for 
the standard in question, the gender implications require:

Significant action to 
ensure the standard 
under development is 
gender responsive. 

There are significant gender differences which 
may have relevance and implications to the 
standard under development and will require 
concerted action to ensure equitable outcomes 
for women and men 
Examples: personal protective equipment, voice recognition 
software

Some action to ensure 
the standard under 
development is gender 
responsive.

There are some gender differences which may 
have relevance and implications to the standard 
under development and will require some action 
to ensure equitable outcomes for women and 
men.
Examples: machine safety, financial services

Minimal action to 
ensure the standard 
under development is 
gender responsive.

There are limited gender differences which may 
have relevance and implications to the standard 
under development and will require minimal 
action to ensure equitable outcomes for women 
and men
Examples: laboratory equipment, plastics

What is to be avoided is gender blindness, which is the failure to consider 
the implications of the physical and/or social differences between women 
and men.

8 Gender Responsive Standards: Guidance for ISO and IEC technical committees 9Gender Responsive Standards: Guidance for ISO and IEC technical committees
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第三に，ジェンダーのさまざまな身体的側面と社会的側面の両方を考慮して，潜在

的なジェンダーへの影響を検討し，対象の規格について，ジェンダーへの影響が以

下を必要とするかどうかを判断します： 
 

開発中の規格がジェンダ

ー対応であることを確実

にするための重要なアク

ション 

開発中の規格に関連性と影響を与える可能性のあ

る重大なジェンダー差があり，女性と男性の公平な

結果を確実にするために協調的なアクションが必要

になります。 

 例: 個人用保護具，音声認識ソフトウェア 

開発中の規格がジェンダ

ー対応であることを確実

にするためのいくつかの

アクション 

開発中の規格に関連性と影響を与える可能性のあ

るいくつかのジェンダー差があり，女性と男性の公平

な結果を確実にするためにいくつかのアクションが

必要になります。 

例: 機械安全性，金融サービス 

開発中の規格がジェンダ

ー対応であることを確実

にするための最小限のア

クション 

開発中の規格に関連性と影響を与える可能性のあ

るジェンダー差は限定的であり，女性と男性の公平

な結果を確保するためには最小限のアクションが必

要になります。 

 例: 実験装置，プラスチック 

避けなければならないのは，女性と男性の間の身体的および/または社会的差異の

意味を考慮しないジェンダー無知です。 

第四に，性別に分類されたデータを探して使用します 

規格の開発には，最も一般的な意味での膨大な量の「データ」が使用されます。デー

タは，知識，統計，研究，イラストなどの形で提供されます。データは，規格開発プロ

セスにおいて重要です。規格開発者は，データにギャップやバイアスが含まれている

可能性があることに注意する必要があります。委員会メンバーは，使用しているデー

タとその限界を理解することが不可欠です。 

性別ごとに分類されたデータが収集され，女性と男性で別々に集計されます。さまざ

まな側面 （社会的，経済的，身体的など） での女性と男性の違いを測定することがで

き，ジェンダー統計を取得する際の要件の 1 つです。ただし，ジェンダー統計は，性

別に分類されたデータ以上のものです。たとえば，性別のデータを持つことは，デー

タ作成に使用される概念，定義，および方法が，社会におけるジェンダーの役割，関

係，および不平等を反映するように考えられていることを保証するものではありませ

ん。 

以下の設問を検討することにより，規格開発者はデータを評価し，必要なデータを批

判的に分析してその適切な使用と潜在的な制限を確認するための戦略を開発でき

ます。 

• 設問 4: 開発中の規格のエンドユーザーのジェンダー差を理解するのに十分な

データはありますか? 

• 設問 5: 「いいえ」の場合，欠落しているデータは何ですか。TC / SC / PC / 
SyC / WG はそのようなデータにどのようにアクセスしますか? 

性別ごとに分類されたデータは，さらに分類する必要があるかもしれません：女性と

男性は均質なグループではありません。性別を検討する場合，他の変数を考慮する

必要があるかどうかに注意することが重要です。たとえば，男性の平均身長は女性よ

りも高いですが，女性と男性の平均身長は民族によって異なります。同様に，男性の

平均喫煙率は女性よりも高いですが，社会経済的地位（SES）の低い女性は，SES 
の高い男性よりも喫煙率が高いです。7 他の関連要因を無視することにより，性別ご

とに分類されたデータは誤解を招く可能性があります。 

 
 
 
 
 

7 See for example: https://www.cdc.gov/pcd/issues/2019/18_0553.htm 

https://www.cdc.gov/pcd/issues/2019/18_0553.htm


4.4 Face validity

Does the data measure what it is purported to measure? In other words, is it 
obvious that what is measured is capturing what it is intended to measure? This 
is an important consideration because at times something can be measured 
in multiple ways, for example when measuring education level of a population, 
options include, but are not limited to, average years of schooling, proportion 
of the population with post-secondary education. At times a choice needs to 
be made about which indicator to use and that requires consideration of the 
research question and data availability. 

4.5 Sample size

The number of data points collected. A key consideration when determining the 
appropriateness of the sample size is comparing it to the relevant population 
size. In general, the larger the total population the larger the sample size should 
be. In general, it is risky to draw conclusions based on small sample sizes since 
they are less likely to be representative of the population as a whole.

4.6 Representativeness of the sample

Related to sample size, the sample must also be representative of diversity 
within the population of study. If the reference population from which the 
sample is drawn has specific characteristics those should be represented in 
the sample. For example, if the population of interest varies by age then it is 
important to ensure that that is reflected in the sample. 

4.7 Timeliness

It is important to know when the data was collected since this may impact 
usability. For example, relying on Body Mass Index (BMI) data from 50 years 
ago would be inappropriate since obesity rates have increased over the time 
frame. The data would not give a good picture of the current reality. 

4.8 Data has limitations 

Understanding those limitations is important to effectively using the data 
and making sure that assumptions or data gaps / biases are identified to 
determine if / how the data should be used. For example, if the data was 
collected on a sample of young adults however, it is intended to be used to in a 
standard which impacts seniors as well as young adults, however it is intended 
consideration would need to be given to how age differences might need to 
be addressed differently and if more data will be required. Any limitations in 
addressing differences because of age should be clearly disclosed along with 
any recommended mitigation strategy.

4.  What needs to be considered when using  
sex-disaggregated data? 

4.1 General

It is important to note that it can be a challenge to find sex-disaggregated 
data. There are sources that will include population level data that is also sex-
disaggregated (i.e., World Bank, OECD, WHO, national statistical agencies). 
Population data is valuable since it gives a more complete picture of what 
is happening, however, when population data is not available or not specific 
enough for the needs of the standard being developed then alternative 
sources of data / knowledge will need to be included in the process. 

When using data, including gender data, it is important to understand the 
quality (validity and reliability) of the data.8 This is impacted by how it was 
collected, measured, and presented. Data quality will have implications for 
the usability of the data. In using data to inform standards development the 
following should be considered: 

4.2 Processing/analysis validity and quality

Who processed and or analyzed the data and how? Did they have certain 
expected results in mind or were they objective when processing the data? 
Who processes and analyzes data can have implications not only on its 
quality and validity but also on whether or not accurate, unbiased conclusions 
or decisions can be made using the data.

4.3 Source

Refers to where the data comes from and who collected it. Key 
considerations are how and where the data was collected. If data came from 
an online survey, this will impact who was surveyed, as respondents would 
need to have internet access, there might be other characteristics that would 
distinguish the type of person that would respond to an online survey (i.e. 
age, education, income, etc.). Who collected the data? Are they considered 
a “neutral” party, or could they be seen as “partisan”? For example, during 
elections news organizations as well as political action parties collect data, it 
is recognized that the data can be biased, depending on the source. 

8  For a more thorough review of data quality please see for example: DAMA-UK (2013). The six primary 
dimensions for data quality assessment. October 2013 or Black, A. & van Nederpelt, P. (2020). Dimensions of 
Data Quality (DDQ). DAMA NL Foundation.
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4. 性別ごとに分類されたデータを使用する場合， 
何を考慮する必要がありますか? 

4.1 全般 

性別ごとに分類されたデータを見つけるのは難しい場合があることに注意することが

重要です。男女別の人口レベルのデータを含む情報源があります （つまり，世界銀

行，OECD，WHO，各国の統計機関）。人口データは，何が起こっているかをより完

全に把握できるので価値がありますが，人口データが利用できない場合，または開

発中の規格のニーズに対して十分に具体的でない場合は，データ/知識の代替情報

源をプロセスに含める必要があります。 

ジェンダー別データを含むデータを使用する場合，データの品質（妥当性と信頼性）を

理解することが重要です。8 これは，それがどのように収集，測定，および提示された

かに影響を受けます。データの品質は，データの有用性に影響を与えます。規格開

発に情報を提供するためにデータを使用する際には，次の点を考慮する必要があり

ます： 
 

4.2 処理/解析の妥当性と品質 

誰がどのようにデータを処理または分析しましたか? データを処理する際に，特定の

期待される結果を念頭に置いていましたか，それとも客観的でしたか? 誰がデータを

処理および分析するかは，その品質と有効性だけでなく，データを使用して正確で偏

りのない結論または決定を下すことができるかどうかにも影響を与える可能性があり

ます。 

4.3 情報源 

データの出所と，誰が収集したかを示してください。重要な考慮事項は，データが収

集された方法と場所です。データがオンライン調査から得られた場合，これは調査対

象者に影響を与えます。回答者はインターネットにアクセスする必要があるため，オ

ンライン調査に回答する人物のタイプを区別する他の特性がある可能性があります 
（つまり，年齢，教育，収入など）。誰がデータを収集しましたか? 収集者は「中立」な

立場と見なせますか，それとも「党派」と見なされる可能性がありますか? たとえば，

選挙報道機関や政治活動団体がデータを収集する際，情報源によってはデータに偏

りがあることが認識されています。 

 

8 For a more thorough review of data quality please see for example: DAMA-UK （2013）. The six primary 
dimensions for data quality assessment. October 2013 or Black, A. & van Nederpelt, P. （2020）. Dimensions of 
Data Quality （DDQ）. DAMA NL Foundation. 

4.4 表面的妥当性 

データは，測定しようとしているものを測定していますか? つまり，測定しようとするも

のが測定されていることが明らかですか? これは重要な考慮事項です。なぜなら，たと

えば，人々の教育レベルを測定する場合，選択肢には平均就学年数，中等教育後の

人口割合が含まれますが，これらに限定されません。場合によっては，どの指標を使

用するかを選択する必要があり，それには調査の設問とデータの入手可能性を考慮

する必要があります。  

4.5 サンプルサイズ 

収集されたデータ ポイントの数。サンプルサイズの妥当性を判断する際の重要な考慮

事項は，それを関連する母集団サイズと比較することです。一般に，総人口が多いほ

ど，サンプル サイズを大きくする必要があります。一般に，小さなサンプルサイズに基

づいて結論を出すのは危険です。なぜなら，それらは母集団全体を代表する可能性

が低いからです。 

4.6 サンプルの代表性 

サンプルサイズに関連して，サンプルは調査対象の母集団の多様性を代表するもので

なければなりません。母集団に特定の特徴がある場合，参照抽出されたサンプルでそ

れらを表す必要があります。たとえば，関心のある人口が年齢によって異なる場合，そ

れがサンプルに反映されていることを確認することが重要です 

4.7 適時性 

使いやすさに影響を与える可能性があるため，データがいつ収集されたかを知ること

が重要です。たとえば，50 年前の体格指数 （BMI） のデータに依存することは，肥満

率が年月の経過で増加しているため不適切です。そのデータは，現在の現実をよく表

してはいません。 

4.8 データには限界があります 

これらの限界を理解することは，データを効果的に使用し，前提またはデータのギャッ

プ/バイアスを特定して，データを使用するかどうか/どのように使用するかを決定する

ために重要です。たとえば，データが若年成人のサンプルで収集されて，若年成人だ

けでなく高齢者にも影響を与える規格で使用されることが計画される場合，年齢差が

どのように影響するかについてどのような方法で対処する必要があるか，さらに多く

のデータが必要か，を考慮する必要があることを意味します。年齢による差異への対

処の限界は，推奨される限界軽減の戦略とともに明確に開示する必要があります。 
 



Assessment form – gender 
responsive standards
The completion of this form will support standards developers to assess how 
gender differences may impact new and revised standards and enable them to 
develop gender responsive standards that equitably benefit women and men. 

Standards developers are strongly encouraged to complete this form and 
attach it to NWIP proposals and to update it as required throughout the 
development process.

Committee

Document Number

Document Title

Process (new work item, revision)

Assessment Questions:

1)  Is the product, process or service that is the subject of 
standardization going to be used by people and / or impact 
people either directly or indirectly? 

 yes   no

2)  Is the product, process or service that is the subject of 
standardization going to be used in another standard?  yes   no

3)  If yes to question 2, does that standard have a product, process 
or service that will be used by people?  yes   no

If yes to question 1, or yes to question 2 and 3, the standard in question has potential 
gender implications.

5  What if sex-disaggregated data is not available? 
Given the specificity and limited scope of individual standards, it is highly 
probable that sex-disaggregated data may not be available. When that is the 
case, standards developers can consider the following options: 

•	 Collect sex disaggregated data 

If possible, the ideal solution would be to collect sex disaggregated data to 
inform the standards. 

•	 Use data that is not sex-disaggregated 

If additional data collection is not an option, then standards developers 
can use existing data considering the limitations of the data. If data is 
only available for men, then consider how the data would likely differ for 
women (i.e. if it involves physical strength, or distance between objects 
that individuals need to reach, how would this differ for women?). Where 
no sex-disaggregated data or no data about women exists, it is strongly 
recommended that committees/groups seek input from organizations or 
individuals with relevant knowledge or expertise or even lived experience 
related to the subject of standardization. This could be achieved by seeking 
representation from relevant women’s organizations (i.e. professional bodies, 
trade associations, charities etc. which represent and/or serve women), 
identifying academics, research organizations, etc. studying the subject with 
a specific focus on gender or by bringing in a general gender expert who 
could guide and support more informed analysis of the potential implications 
of gender differences. When using data that is not sex-disaggregated it is 
essential to understand and acknowledge the limits of the data and specify 
any assumptions made so that the end user can make informed decisions on 
the applicability of the standard to women and men. 
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5 性別ごとに分類されたデータが入手できない場合はどう

しますか? 
個々の規格の特異性と限られた適用範囲を考えると，性別ごとに分類されたデータ

が利用できない可能性が非常に高いです。その場合，規格開発者は以下の選択肢を

検討できます： 

• 性別ごとに分類されたデータの収集 

可能であれば，理想的な解決策は，規格を知らせるために性別に分類されたデータを

収集することです。 

• 性別ごとには分類されていないデータの使用 

追加のデータ収集が選択肢にはない場合，規格開発者は，データの限界を考慮して

既存のデータを使用できます。データが男性のみ利用可能である場合，データが女

性でどのように異なる可能性があるかを検討してください （つまり，体力，または個人

が到達する必要がある物体間の距離に関する場合，これは女性ではどのように異な

るでしょうか?）。性別ごとに分類されたデータや女性に関するデータが存在しない場

合，委員会/グループは，関連する知識や専門知識，または標準化の主題に関連す

る実際の経験を持つ組織または個人から意見を求めることが強く推奨されます。これ

は，関連する女性組織（つまり，女性を代表および/または女性に奉仕する専門機関，

業界団体，慈善団体など）からの代表を求め，学会，研究機関などを特定することに

よって達成できます。ジェンダー差の潜在的な影響について，より多くの情報に基づ

いた分析を導き，サポートできる一般的なジェンダーの専門家を招きます。性別ごと

には分類されていないデータを使用する場合は，データの限界を理解し，認め，エン

ドユーザーが女性と男性への規格の適用可能性について十分な情報に基づいた決

定を下せるように，前提を指定することが不可欠です。 

 

評価フォーム –  
ジェンダー対応規格 
 

このフォームに記入することで，規格開発者が，ジェンダー差が新しい規格や改訂さ

れた規格にどのように影響するかを評価し，女性と男性に公平に利益をもたらすジェ

ンダー対応した規格を開発できるようになります。 

規格開発者は，このフォームに記入して NWIP 提案に添付し，開発プロセス全体で

必要に応じて更新することを強く奨励します。 
 

委員会  

文書番号  

文書名称  

プロセス （新業務項目, 改訂）  

  
 

評価設問： 

1） 標準化の対象となる製品，プロセス，またはサービスは，人々によって

使用され，および/または直接的または間接的に人々に影響を与えます

か? 

 
はい いいえ 

2） 標準化の対象となる製品，プロセス，またはサービスは，別の規格

で使用される予定ですか? 
はい いいえ 

3） 設問 2 で「はい」の場合，その規格には人々が使用する製品，プロセス，

またはサービスがありますか? 
はい いいえ 

設問 1 で「はい」，または設問 2 と 3 で「はい」の場合，対象の規格には潜在的なジェンダーの影響

があります。 
 

【JSA注】 フォームは，以下のURLにあります。
https://connect.iso.org/display/members/JSAG+on+Gender+Responsive+Standards 
 

https://connect.iso.org/display/members/JSAG+on+Gender+Responsive+Standards


Describe potential gender implications, accounting for both the different physical and 
social aspects of gender as outlined in the Gender Responsive Standards Guidance

Based on the above assessment, the standard is deemed to require:

Significant action to ensure a GRS  
There are significant gender differences which may have relevance and 
implications to the standard and will require concerted action to ensure 
equitable outcomes for women and men. 

Some action to ensure a GRS  
There are some gender differences which may have relevance and implications 
to the standard and will require some action to ensure equitable outcomes for 
women and men.

Minimal action to ensure GRS  
There are minimal gender differences which may have minimal relevance and 
implications to the standard and will require minimal action to ensure equitable 
outcomes for women and men.

 

While it may be determined that there are no specific gender needs in 
the standard, careful consideration should still be made and documented 
on this form before making a final determination whether gender should 
be considered. What is to be avoided is gender blindness where the 
differences between women and men and the implications on the standard 
are overlooked and ignored.

Assess:

4) Is there sufficient sex-disaggregated data to support the 
standard?  yes   no

If no, what data is missing and how will the committee members find and access data to 
determine gender differences?
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上記の評価に基づいて，規格は以下が必要であると見なされます： 

GRSを確実にするための重要なアクション 
規格との関連性と影響を与える可能性のある重大なジェンダー差があり，女性と男

性の公平な結果を確実にするために協調したアクションが必要になります。 

 

 

GRSを確実にするための何らかのアクション 
規格との関連性と影響を与える可能性のあるいくつかのジェンダー差があり，女性と

男性の公平な結果を確実にするためにいくつかのアクションが必要になります。 

 

 

GRSを確実にするための最小限のアクション 
規格との最小限の関連性と影響を与える可能性のあるジェンダー差は最小限であり，

女性と男性の公平な結果を確実にするために最小限のアクションが必要になります。 

 
 

 
規格に特定のジェンダー別のニーズがないと判断される場合もありますが，ジェンダ

ーを考慮する必要があるかどうかを最終的に判断する前に，慎重に検討し，このフォ

ームに記録する必要があります。避けなければならないのは，女性と男性の差異と

規格への影響が見落とされ，無視されるジェンダー無知です。 
 
 

評価： 

4） 規格を裏付ける十分な性別ごとのデータはありますか?  はい いいえ 

「いいえ」の場合，欠落しているデータはどれですか? 委員会メンバーは，ジェンダー差を判断する

ためにデータをどのように見つけてアクセスしますか?  
 

ジェンダー対応規格ガイダンスで概説されているように，ジェンダーのさまざまな身体的側面と

社会的側面の両方を考慮して，潜在的なジェンダーの影響を記述してください 
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