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1How to write standards

How this document can help you

This document is for people wanting 
to write clear, concise and user-friendly 
ISO International Standards and other 
publications.

For more detailed authoring and edito-
rial rules, please see the ISO/IEC Direc-
tives, Part 2, 2011, Rules for the structure 
and drafting of International Standards 
(referred to as DP2 in this document).

Writing plain language

Write International Standards with the 
user in mind. Using plain language is an 
effective means of getting your message 
across so that the reader takes the action 
you want.

By being clear, concise and readable – 
but not simplistic – writers can avoid 
misinterpretation. In addition, this 
style of writing reduces the time and 
cost of translation. Because it makes 
understanding clearer, it also reduces 
discussion during drafting.

Keep in mind that using plain language 
does not mean reducing the length of 
your message or changing its meaning. 
It does not mean oversimplifying your 
text. You should keep your technical 
readership in mind.

How to use plain language :
• Be clear to yourself about your main 

message – try reading it to yourself 
out loud

• Put yourself in the place of the reader
• Keep your sentences short. Have one 

idea per sentence. Drop words you 
don’t need and avoid long lists in 
sentences

• Use the active voice whenever possible

• Be concise. Use short, simple words. 
Avoid turning verbs into nouns

• Punctuate your writing carefully. Use 
more full stops, fewer commas and 
brackets. Use lists when you can

• Phrase your points positively
• Pay special attention to the scope of 

the document
• Use everyday language whenever pos-

sible and reduce jargon
• Use inclusive language where possible

To sum up, “ Say what you mean, using 
the simplest words that fit.”
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この文書はどのように役立つか 

この文書は、ISO国際規格及び他の出版物を簡明で

使いやすく書きたい人々を対象としている。 

 

 

より詳細なオーサリングと編集上の規則については、

ISO/IEC専門業務用指針第2部2011年版 国際規格

の構成及び作成の規則（当該文書ではDP2と呼ぶ）

を参照すること。 

 

平易な言葉で書く 

ユーザを念頭に置いて国際規格を書く。平易な言葉

遣いは、メッセージを行き渡らせ、読み手に対し、書

き手が期待する通りに行動を起こさせる効果的な手

法である。 

書き手は、過度に単純化することなく、簡明で読みや

すく書くことにより、誤解を回避できる。さらに、このよ

うな文体は翻訳の時間と費用を減らす。なぜなら、よ

り明確に理解されるので、原案作成中の議論を減ら

すこともできるからである。 

平易な言葉遣いは、メッセージの長さを短縮したり意

味を変更することではないので注意すること。テキス

トを過度に単純化することでもない。専門的な読者

層を念頭に置くことが望ましい。 

平易な言葉遣いの方法： 

 主旨を明確にする。声に出して読んでみる。 

 読み手の立場になる。 

 一文を短く保つ。１つの考えは１つの文にまとめ

る。必要ない単語を省き、一文の中で長々と列

挙するのは避ける。 

 可能な限り能動態にする。 

 簡潔にする。短くて簡単な単語を使う。動詞から

名詞への変更は避ける。 

 句読点を注意深く用いる。ピリオドをより多く用

いて、コンマと括弧は少なめにする。可能であ

れば箇条書きにする。 

 ポイントは肯定的に表現する。 

 文書の適用範囲に特別な注意を払う。 

 可能な限り日常的な言葉を用い、専門用語を減

らす。 

 可能な限り男女包括用語（性差のない用語）を

用いる。 

要約すると、“最も単純で適する言葉を用いて意味を

伝える”。 
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Title (DP2 Clause 6.1.1)

The title must be clear and concise. 
It can include the following elements :
a) an introductory element
b) a main element
c) a complementary element

Table of contents 
(DP2 Clause 6.1.2)

The table of contents is an optional ele-
ment. As a general rule, it is useful for 
documents of more than 10 pages.

Foreword (DP2 Clause 6.1.3)

The forewords of ISO documents are 
standard texts drafted by ISO’s Techni-
cal Management Board. ISO Central 
Secretariat (ISO/CS) inserts them 
during editing and publishing.

Introduction (DP2 Clause 6.1.4)

The introduction is optional but ISO 
encourages its inclusion. It may describe 
the content of the standard and give 
information on why the standard is 
needed. It can help users decide whether 
the standard meets their needs.  
Don’t include any disclaimers or 
statements intended to limit the use 
of the standard.

a)  Cereals and pulses –

b)

c)

Introduction

This part of ISO 17301 was developed in 
response to worldwide demand for minimum 

biological properties which differ from those 
of the main constituent and can therefore 
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名称 (DP2 箇条 6.1.1) 

名称は簡明でなければならない。以下の要素を含め

ることができる： 

a) 導入要素 

b) 主要素 

c) 補足要素 

 

a) 穀類と豆類－ 

b) 仕様と試験方法－ 

c) 第1部： 米 

 

 

目次 

(DP2 箇条 6.1.2) 

目次は任意の要素である。原則として、10ページを

超える文書に役立つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まえがき (DP2 箇条 6.1.3) 

ISO文書のまえがきは、ISO/TMBによって原案作成

される標準的なテキストである。ISO中央事務局

(ISO/CS)は編集及び発行の段階でまえがきを挿入

する。 

 

序文 (DP2 箇条 6.1.4) 

序文は任意であるが、ISOは序文を含めることを推

奨する。序文は規格の内容を説明し、その規格が必

要となる理由を提供する。ユーザが、その規格を必

要とするか否かを決定しやすくする。 

規格の用途を制限する意図の記述又はディスクレー

マは含めないこと。 

 

序文 

ISO 17301のこの部は、国際的に取引される

米の最低限の仕様について、世界中からの

要望に応えて開発された。商用の穀物の大

半は、ふるいにかけられず、又は吸い込ま

れないままの、穀物、雑草の種、籾殻、藁、

石、砂などが混入している。この植物質は、

主成分とは異なる物理的・生物学的特性を

持つ可能性があるので、貯蔵性に影響し得

る。 

さらに、米は極めて小さい植物の永久の宿

主であることにも注意すべきである…… 

 



3How to write standards

Scope (DP2 Clause 6.2.1)

The scope is mandatory and it describes 
what the document does (for example, 
This International Standard : ‘‘ speci-
fies ’’, ‘‘ establishes ’’, ‘‘ gives guidelines 
for ’’, ‘‘ defines terms ’’).

You should express it as a series of state-
ments of fact. Don’t put any require-
ments in the scope.

Normative references 
(DP2 Clause 6.2.2)

The normative references clause is 
optional, and lists other documents 
which are indispensable for the applica-
tion of the standard.

Remember to date your references if 
reference is made to a specific clause, 
subclause, figure, table etc., in another 
document.

The preference is to make references to 
other ISO and IEC standards. Standards 
from other organizations can also be 
referenced under certain conditions.

1  Scope

requirements and test methods for rice 

-

2  Normative references

edition of the referenced document (including 

Cereals and cereal products – 
Determination of moisture content – Routine 
reference method

Cereals – Sampling (as grain)
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適用範囲 (DP2 箇条 6.2.1) 

適用範囲は必須で、文書によって何を行うかを説明

する（例えば、このISは：“規定する”、“定める”、“指

針を示す”、“用語を定義する”）。 

 

1. 適用範囲 

ISO 17301のこの部は、米の最低限の要求事項

と試験方法を規定する(Oryza sativa L.)。 

これは、直接的又は調整後に食用に適した、玄

米、パーボイルド玄米、精米、パーボイルド精米

に適用される。 

調理済の米製品には適用されない。 

 

事実の記述として表現することが望ましい。適用範

囲には要求事項は含めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用文書 

(DP2 箇条 6.2.2) 

引用文書の箇条は任意で、その規格の適用に不可

欠となる他の文書を列挙する。 

別の文書の特定の箇条、細分箇条、図、表などを参

照する場合は、参照文書の発行年を記入する。 

参照文書には、その他のISO及びIEC規格を優先的

に用いる。一定の条件下で他の組織の規格も参照

できる。 

 

2. 引用文書 

次に掲げる文書のすべて又は一部は、規定要

素として参照されており、この文書を適用する上

で不可欠なものである。発行年の付いた参照文

書については、参照した版だけを適用する。発

行年の付いていない参照文書については、参照

文書の最新版を（すべての追補を含めて）適用

する。 

ISO 712, Cereals and cereal products 

–Determination of moisture content – Routine 

reference method 

ISO 950:1979, Cereals – Sampling (as grain) 
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Terms and definitions 
(DP2 Clause 6.3.1)

This is an optional clause clarifying the 
meaning of certain words in the context 
of the standard.

All terms and definitions from ISO 
publications are publicly available on 
the ISO Online Browsing Platform 
(www.iso.org/obp). You can search this 
resource to see if any other committees 
have already defined terms you can use.

A definition is a single phrase that 
can replace the term wherever used. It 
should not take the form of, or contain, 
a requirement or recommendation.

The example below shows a range of 
elements that can be included in a term 
entry :

Clauses (DP2 Clause 6.3.3)

Clauses and subclauses form the main 
part of any standard. This is the section 
that tells users of the standard what they 
need to do to implement it.

Number clauses and subclauses to 
help people reference key parts of the 
standard.

In ISO we have the concept of nor-
mative and informative parts of a 
document. Normative parts contain 
requirements you need to comply with. 
Informative parts are there to help you 
do that.

In all clauses, you should be clear about 
what is a requirement and what is a 
recommendation or other statement. 
ISO uses the following words to make 
the distinction :
• Requirements : shall, shall not
• Recommendations : should,  

should not
• Permission : may, need not
• Possibility and capability : can, cannot

ISO does not allow its standards to 
mandate the use of services such as 
testing, and certification (for example, 
by another company). Write the require-
ments so they can be verified by anyone.

In ISO standards, it is best not to refer 
to trademarks or companies. Patented 
items can be referred to under certain 
conditions.  Please contact your com-
mittee secretary or ISO Central Secre-

3.2  
special language
language for special purposes

language used in a domain

means of expression
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用語及び定義 

（DP2 箇条 6.3.1） 

これは、規格に記載された特定の言葉の意味を明

確にする箇条で、任意である。 

ISO出版物のすべての用語と定義はISO Online 

Browsing Platform (www.iso.org/obp)で公開されてい

る。ここで検索すると、他の委員会が既に用語を定

義していて使えるようになっているかどうかを調べる

ことができる。 

定義は、どの箇所でも用語と置き換えることのできる

単一の語句である。要求事項や推奨事項の形は取

らず、それらを含めないことが望ましい。 

以下の例は、用語の項目に含めることのできる要素

を示す： 

 

3.2 

特殊言語 

特殊な目的のための言語 

LSP 

ある分野 (3.1.2)で使われる言語で、特殊な言語

表現方法を使うことを特徴とする。 

本項への注記 1： 特殊な言語表現方法は、常にドメインを含

む。すなわち、テーマ固有の用語、種類の呼び方、言語の使い

方を含む。様式又は構文上の側面を含むこともある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

箇条 （DP2 箇条 6.3.3）  

箇条及び細分箇条は規格の主要部分を形成する。

このセクションでは、規格の実施のために何を行う必

要があるかを規格のユーザに伝える。 

箇条及び細分箇条に番号をつけて、規格の主要部

分を参照しやすくする。 

ISO では、文書の規定部分と参考部分の概念がある。

規定部分は、順守する必要のある要求事項を含む。

参考部分は要求事項の順守に役立つために存在す

る。 

すべての箇条において、何が要求事項で何が推奨

事項又はその他の記述かを明確にすることが望まし

い。ISO は、その区別のために以下の言葉を用いる： 

 要求事項：Shall（しなければならない）, shall not

（してはならない） 

 推奨事項：Should（することが望ましい）, should 

not（望ましくない） 

 許可事項：May（してもよい）, need not（する必要

がない） 

 可能性及び可能事項：Can（できる）, cannot（で

きない） 

 

ISO は、（例えば、別の企業による）試験、認証など

のサービスの利用を規格で義務付けることは許可し

ない。誰にでも検証できるように要求事項を書くこ

と。 

ISO 規格には商標や企業名は参照しない方がよい。

特許で保護された項目は一定の条件下で参照する

ことができる。このような要素を含めることについて

詳しい情報が必要な場合は、所属する委員会の国

際幹事又は ISO 中央事務局に問い合わせること。 
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tariat contact if you need more informa-
tion about including these elements.

Notes and examples are used for giving 
additional information intended to 
assist the understanding or use of the 
document. Don’t put any requirements 
in the notes or examples. You can also 

refer to a specific document rather than 
repeating large portions of text (see 
example below).

4  Physical and chemical characteristics

4.1

4.2

5  Sampling
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注記と例は文書の理解又は利用を助ける追加情報

を提供するために用いられることに留意すること。注

記又は例には要求事項を含めないこと。また、文章

を長々と繰り返すことなく特定の文書を参照すること

もできる（以下の例を参照）。 

 

4 物理的及び化学的性質 

4.1  IEC 61010-2の要求事項を満たすオーブンを使用し、ISO 712に従って測定した水分の質量分率は、15 %

を超えてはならない。 

附属書 Aに従って測定された玄米及び精米における付着物及び破損穀粒の質量分率は、パーライルか否か

を問わず、表 1に規定された値を超えてはならない。 

注記： 気候、輸送及び貯蔵の期間によっては、特定の輸送先に関してさらに低い水分質量分率が必要になることもある。詳細については、ISO 

6322-1、ISO 6322-2、ISO 6322-3を参照。 

4.2 附属書 Aの方法に従って測定された当該カテゴリーの欠陥許容値は、表 1に記載された上限を超えては

ならない。 

5 サンプリング 

サンプリングは、ISO 950:1979の箇条 7に従って行わなければならない。 
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Tables (DP2 Clause 6.6.6) 
and figures (DP2 Clause 6.6.5)

Tables and figures should have labels and titles as shown below :

Notes used in tables and figures follow the same guidelines as notes to text.

Key

1 mandrel shank

2 blind rivet head

 

a

b

Table 1 – Maximum permissible mass fraction of defects

Defect

Maximum permissible  
mass fraction of defects

wmax 

in husked rice
in milled rice 

(non-glutinous)
in husked 

parboiled rice
in milled 

parboiled rice

organic a

inorganic 

Figure 1 – Blind rivet
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表 (DP2 箇条 6.6.6) 

及び図 (DP2 箇条 6.6.5) 

表と図には、以下のようにラベルと題名をつけることが望ましい： 

 

表 1 : 最大許容欠陥質量分率 

最大許容欠陥質量分率 

最大％ 
欠陥 

玄米 精米 

（粘着質でない） 

パーボイルド 

玄米 

パーボイルド 

精米 

付着物： 

有機物 a 

非有機物 

 

1.0 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

1.0 

0.5 

 

0.5 

0.5 

注記 1： この表では、赤い胚芽玄米のみを考慮としている。 

注記 2： 一部の商業契約では、この表以外の情報も追加要求される。 

a: 有機物の付着物には、無関係の種子、籾殻、ふすま、藁の一部などが含まれる。 

表と図で用いた注記は、本文での注記と同じガイドラインに従っている。 

 

 

 

キー 

1 マンドレルシャンク 

2 ブラインドリベット頭 

マンドレルは，取付け中にブラインドリベットの末端が変形してシャンクが膨張できるような設計とする。

注記 図 1は，タイプAのリベット頭を表したものである。 

a 絶縁部は圧延する。 

b 一般に，マンドレルヘッドはクロムメッキである。 

図 1 ‐ ブラインドリベット 
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Mathematical formulae 
(DP2 Clause 6.6.10)

Use the International System of Units.

Explain the meaning of the symbols 
used in a formula in a list below the 
formula.

Number your formulae sequentially in 
the text as shown below :

t
l

V =    (1)

where
v is the speed of a point in uniform 

motion
l is the distance travelled
t is the duration

222 zyx <+    (2)

where
x is the mass
y is the acceleration
z is the force

Annexes
Annexes are used to provide additional 
information to the user of the standard. 
They can be normative (for example, 
a test method that the user is required 
to follow) or informative (additional 
information that complements the user’s 
understanding). Annexes are designated 
by a capital letter (A, B, C, etc.). 
Annex A is the first annex cited.

Annex A
(informative)

Attributes of enhanced risk 
management

A.1 General
-

priate level of performance of their risk 
management framework in line with 

represents a high level of performance in 

measuring their own performance against 

A.2 Key outcomes

A.2.1 

correct and comprehensive understand-

A.2.2 

A.3 Attributes

A.3.1 Continual improvement

-
ment in risk management through the setting 



 7

数式 

(DP2 箇条 6.6.10) 

国際単位系を用いる。 

式に用いる記号の意味を式の下に列挙して説明す

る。 

以下に示すように、本文において式に連番をつける： 

 

 

ここに、 

V ある点の均一な動きにおける速度 

l 移動距離 

t 時間 

 

 

ここに、 

x 質量 

y 加速度 

z 力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附属書 

附属書は、規格のユーザに追加情報を提供するた

めに用いられる。規定（例えば、ユーザが要求される

試験方法）又は参考（ユーザの理解を補完する追加

情報）の場合がある。附属書は大文字（A、B、C等）

で表記される。附属書 Aが最初に記載される附属書

である。 

 

附属書 A 

(参考) 

高度リスクマネジメントの属性 

A.1. 一般 

すべての組織は、自らが下す意思決定の重要度と

調和のとれた、リスクマネジメントの適切なパフォー

マンスレベルを目指すことが望ましい。A.3に示す各

属性は、リスクの運用管理においての高レベルのパ

フォーマンスを示す。組織が、これらの基準に照らし

て自らのパフォーマンスを測定することを手助けする

ために、それぞれの属性についていくつかの具体的

な指標を提示する。 

A.2. 主要な成果 

A.2.1、組織は自らのリスクを、最新、正確かつ包括

的に理解している。 

A.2.2 組織のリスクは、組織のリスク基準内に収ま

っている。 

A.3. 属性 

A.3.1 継続的改善 

組織のパフォーマンス到達目標の設定…によるリス

クマネジメントの継続的改善に重きが置かれている。
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Bibliography (DP2 Clause 6.4.2)

List documents here that provide 
background information to the user.

Preferred file formats

ISO accepts documents in all versions 
of MS Word formats.

ISO prefers drawings as : DWG or 
DXF files (in AutoCAD 2011 format 
or less), Vector AI and vector EPS. 
However almost all other drawing 
formats are also acceptable.

Graphical symbols

If your standard contains 
graphical symbol(s), please contact 
ISO/TC 145 Graphical symbols 
to have it reviewed.

Bibliography

[ 1 ] Chemistry – Layouts for 
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[ 5 ] 
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total Kjeldahl nitrogen and combustion 
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参考文献 (DP2 箇条 6.4.2) 

ユーザに参考情報を提供する文書をここに列挙す

る。 

 

参考文献 

[ 1 ] ISO 78-2, Chemistry – Layouts for standards 

– Part 2 : Methods of chemical analysis 

[ 2 ] ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of 

measurement – Part 3 : Guide to the 

expression of uncertainty in measurement 

(GUM:1995) 

[ 3 ] ICC Standard No. 167. Determination of the 

protein content in cereal and cereal products 

for food and animal feeding stuffs according to 

the Dumas combustion method (see 

www.icc.or.at) 

[ 4 ] European Directive 71/347/EEC, 

Approximation of the laws of the Member 

States relating to the measuring of the 

standard mass per storage volume of grain, 

Annex I, October 12, 1971 

[ 5 ] Nitrogen-ammonia-protein modified Kjeldahl 

method – Titanium oxide and copper sulfate 

catalyst. Official Methods and Recommended 

Practices of the AOCS (ed. Firestone, D.E.), 

AOCS Official Method Ba Ai 4-91, 1997, AOCS 

Press, Champaign, IL 

[ 6 ] Berner, D.L. and Brown, J. Protein nitrogen 

combustion method collaborative study I. 

Comparison with Smalley total Kjeldahl nitrogen 

and combustion results. J. Amer. Oil Chem. 

Soc., 71 (11), 1994, pp. 1291-1293 

 

 

推奨されるファイル形式 

ISOは、MS Word形式の全バージョンの文書を受け

付ける。 

ISOでの製図は、次の形式が推奨される：DWG又は

DXFファイル（AutoCAD 2011以下の形式）、Vector 

AI、Vector EPS。しかしながら、他の製図形式もほと

んどすべて受け入れ可能である。 

 

図記号 

規格に図記号が含まれる場合は、 

ISO/TC 145 図記号 

に連絡して精査してもらうこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright

The following copyright notice must 
appear on working and committee 
drafts. Please cut and paste, and place 
after the Title.

An abbreviated copyright notice should 
also appear on each page, as a footer, 
as follows : 
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著作権 

以下の著作権通告は、作業原案と委員会原案に

表示されなければならない。これを切り貼りして名

称の後に配置すること。 

 

© ISO [年] – スイスにて発行 

不許複製。別途規定のない限り、書面による事前の許可なく、この出版物のいかなる部分もいかなる形式でも、また写真複製や

インターネット又はイントラネットへの掲載を含む一切の電子的又は機械的な方法のいずれによっても、複製することも利用する

こともできません。複製又は利用の許可は、下記住所のISO又は申請人の帰属国のISO会員団体に申請することができます。 

ISO Copyright Office （ISOの著作権事務局） 

CP 56 

CH-1211 Genèva 20 

Phone: + 41 22 749 01 11 

Fax: + 41 22 749 09 47 

Email: copyright@iso.org 

Website: www.iso.org 

ISBN 978-92-67-10603-8 

 

以下のような簡略した著作権通告を各ページにフ

ッターとして表示することが望ましい： 

 

© ISO [年 ] – All rights reserved 不許複製 
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