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いまさら聞けない「kgの意味は、何か？」

ーー高校生のミニアンケート調査よりーー
森雄兒

はじめに

いま、理科を学ぶ中学生を中心に高校生、大学生にも「kg」の意味がはっきりしない、「重さ、重量」と「質量」の区別

がつかなくなる混乱が日常的に起きています。以前の高校生は「重さはよく分かるが、質量はよく分からない。」と言う

のが、ほとんどの生徒からよせられる疑問でした。あるいは「質量」はわかったような気になっても、すぐ分からなくな

る。そして生徒は実感できる「重さ」を足場にして「質量」という抽象的な概念の学習に挑戦すると言うのが、一般的姿

でした。

それが10年ほど前から雑誌やWEBの相談コーナーでは、「重さと質量の区別がわからない。」という質問が増え、さ

らには「重さも質量もわけがわからない！」というほとんど嘆きといった方がよいものまで見かけるようになり情況が一変

してきました。そして、これは子供達だけではなく、就活や資格取得のために理科（物理）を真剣に再学習している成

人までも「何度、読み返しても重さ、重量、質量の区別がつかない」、と述べているのを見かけるようになってきました。

まず、こうして新たに進行し始めた混乱の実情を明らかにするために、力学の授業のレディネステストをかねて高

校2年生にアンケート調査をお願いしました。かれらは昨年の4月に進学校といわれている高校に入学し、この4月に2

年生になったばかりの生徒37名です。小規模ながらそのデータを参照しながら混乱の実態を互いに共有化し、混乱

の原因も考えていきたいと思います。

アンケートの内容の全体に関心がある方は実施した調査シートが本文の末尾にありますのでのご覧下さい。アンケ

ートの内容は（問1）～（問4）までありますが、ここでは（問１）と（問４）を分析しています。

１．Kgの記号の意味は何？

（問 1 ）の内容は以下の２つです。
（問１-1）「kg」の単位の記号の意味は、次のどれだと思いますか。（複数選択可）

①力 、②質量 、③重さ 、④重量 、⑤分からない、

（問 1-2）この答に自信がありますか。
①ある 、②ない

(問1ｰ1と1ｰ2）を単純集計した結果は以下のようになりました。

図１．（問1ｰ1）kgの意味は？ 図２．（問1ｰ2）kgの意味の回答に自信の有無は？

このアンケートの回答の結果は、図1のようにおおまかには、「②質量」（43％）、「③重さ」（31％）、「④重量」（13

％）、「①力」（3％）「⑤分からない。」（0％）の順番に理解が分かれていますが、図２をみるとこうした回答をした生徒の

30人（81％）もの生徒が「自信なし」と答えているのが、目をひきます。「自信あり」という人は5人（14％）しかいません。

①自信あり, 
5人,14%

②自信なし, 
30人, 81%

無回答,
2人, 5%

回答の自信の有無
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「kg」は、かれらが小学校入学以前から、毎日の生活の中で使い続けてきた単位です。その「kgの意味」を、高校生

になっても、これほど多数の人が自信をもって答えられないというのは、驚くべき現象といってよいでしょう。この結果

は個人の勉強不足や努力不足が原因としてかたづけられるものではなく、何らかの社会制度上の問題が錯乱子とし

て彼らに影響を及ぼしているためと考えるのが常識的判断でしょう。

2. 「自信の有無」から見た「kgの意味」の比較
そこで「自信がある」と答えた人と、「自信がない」と答えた人の間に「kgの意味」の回答の仕方にどういう違いがある

か、場合分けをしたところその集計結果が表３のようになりました。この表3のデータを分析しやすいように円グラフにし

たのが図3と図4です。これ以降においては自信の有無とその内容を中心に分析していきますのでデータは「自信有

無の未回答者2名を除いた35名のデータで解析を進めていくことにします。

「自信あり」グループ、5人（14％） 「自信なし」グループ、30人（86％）

①力 0人（ 0％） 1人（ 3％）
②質量 4人 （ 80％） 11人（ 37％）
③重さ 1人（ 20％ ） 10人（ 30％）
④重量 0人（ 0％） 5人（ 17％）
⑤重複回答 0人（ 0％） 3人（ 13％）
合計 5人（ 100％） 30人（ 100％）

表3．自信の有無とkgの意味

図3．「自信あり」（5人）の「kgの意味」の内訳 図4．「自信なし」（30人）の「kgの意味」の内訳

同じ授業を受け、同じ受験を体験した生徒達が、何を契機に図3と図4のような異なったkgの解釈に別れていくの

か、とても興味深いところです。この点の詳細は後で検討していきましょう。まずは､それぞれの概要からみていきま

す。

（1）「自信あり」グループの「kgの意味」（図３）
「自信あり」はクラス35人中５人（14％）人の少数グループです。その5人中4人まで「②質量」を選択し、残り1人だけが

「③重さ」を選んでいます。中学校理科の教科書では、「kg」を「質量」の意味に「重さ」や「力」を「N」と説明しています

ので、恐らく「自信あり」のグループの4名はその自信のよりどころを教科書に依拠したものと思います。（その根拠は、

あとで生徒のコメントからもう少し説明を付け加えます。）

（2）「自信なし」グループの「kgの意味」(図４）
今度は「自信なし」と答えたグループの集計結果を見てみましょう。その回答は図4のように主に4つに見方が分

散していきました。

①力

0人、0%

②質量

4人、80%

③重さ

1人20%

④重量

0人、0%

「自信あり」グループの「kgの意味」
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図4のグラフの中で教科書通りに「②質量」を選んだグループ11名も、教科書とは異なった「③重さ」を選んだ9名

も，「④重量」を選んだ5名のグループでも、迷いながら、自信がないけれどもとそれぞれの選択肢を選んでいます。1

年前の高校受験で好成績だった彼らが、教科書の記述を全く失念してしまっているからでも、教科書の記述を否定

的に考え始めたわけでもないと思います。「自信なし」の人は教科書の内容を受け入れ、さらに教科書に匹敵するよう

な大きな影響力を持った異なった教科書以外の情報も正しいハズと受けいれたため、その結果kgの意味に教科書と

の論理的整合性をとれなくなり、「自信なし」の条件をつけて質量kg以外を選択しているものと推測されます。すると、

これだけ大きな社会的影響力を及ぼしている情報源とは、一体何なのだろうかということが問題になります。

3．「物理用語」と「経産省･用語法」
ここで、理科の教科書に匹敵する､或いはそれよりはるかに大きな社会的影響を及ぼしているのは、経産省が推進

している「kgや重さ、重量」などについての特異な用語法が原因であると仮定して説明してみましょう。（これだけ社会

全体に大きな影響を及ぼしている原因が他には見当たりません。）

多くの理科（物理）の授業では「物理用語」に従って「重さ、重量」の用語を「weight」の意味または「重力、力」の意

味として授業を展開しています（この詳細は文末資料Ⅱ：「重量、重さ」の標準的意味を参照）。

それに対して、1992年の計量法改正前後から経産省は「重さ、重量(weight)」の用語の意味を「質量(mass)」という

意味で使い始めます。経産省は「重さ、重量、体重」はもともと「質量(mass)」の意味であると主張し、SI単位系（国際単

位系）とも異なった特異な用語法を作りだし、これを公用語のように使い始めました。これを以下では「経産省･用語

法」と呼ぶことにします。この用語法は、経産省を源として産総研、国土交通省、総務省やその傘下の郵便事業、NH

K、一部の新聞（産経､日経、朝日新聞など）などに大きな影響を及ぼし、われわれの生活の中に着実に入り込んでい

きつつあります。例えば総務省管轄下の日本郵便（郵便局）での郵便物の「重さ、重量」という言葉は物理用語のよう

に「力：N（ニュートン）」の意味ではなく「質量：kg」の意味で使っています。NHKも以前は「質量：kg」と報道していたの

ですが、計量法改正後「質量kg」を「重さkg」と報道するようになり、「重さ」を「力、重力」の意味から「質量(mass)」の意

味に変容させ、国際的に通用しない「経産省･用語法」にシフトしていきました。新聞は、産経、日経新聞が経産省･用

語法の常連ですが、つい最近の梶田氏のノーベル授賞記事を朝日新聞は1面トップの大見出しは「ニュートリノに重

さを発見」でした。他のすべての新聞は「ニュートリノに質量を発見」です。

このように現在、公教育を受けている生徒たちは日常生活において以下のような２つの矛盾・対立する用語法に

取り囲まれています。とても大切な事なので再確認をしましょう。

○物理の用語 ：「重さ、重量（weight）」＝「重力、力」
○経産省･用語法（注）：「重さ、重量、体重」＝「質量（mass)」

表１.物理用語と経産省･用語法
（注）本稿で「経産省用語」ではなく、「経産省･用語法」とし手いますが、その理由は、経産省が新しい

「用語」を作ったのではなく、特定の意味を持っていた既存の用語を別な意味で使い始め特異な「用語法」
を採用したからです。せめて、経産省が言葉の意味を無理につけ替えるのではなく新しい「用語」をつくっ
ていれば、これほどひどい混乱は子供達に起きなかったと思います。

理科（物理）を学ぶ生徒達は商品売買の生活のなかで使われている「重さ、重量、（体重）＝質量(mass)」という「経

産省･用語法」に接するのはほぼ毎日です。他方、公教育で理科や物理の教師が「物理用語」に従って「重さ、重量

(weight)：N、kg重」や「質量(mass):kg」の定義を教えるのは年間授業時間のほとんど一瞬というほどの短い時間です。

現実の生徒たちは、理科室と生活空間の二つをまたにかけて行動し、矛盾するこの2つの用語法を一つの知性の中

に併存させていかなければなりません。

ではなぜ、そもそも「物理用語」の他に国際常識から外れた「経産省･用語法」が公権力によって国内のいたるとこ

ろに流通させなければならなかったのでしょうか。この詳細に関心のある方は、文末資料Ⅲを参照して下さい。
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1992年に経産省によって推進された計量法の改正は、実は国民に対して非常に大きな影響を及ぼすものでした。

その変化の内容を、マスコミはなぜか沈黙し報道しなかったのでここであらためてその内容を以下のように要約してみ

ました。

商品売買において「重さや重量(weight)」の単位［kg重］の使用を禁止し、「質量(mass)」概念による取引を義務

化した。これに違反したものには50万円以下の罰金が課せられます。

これは、相当にハイレベルな内容の法律で商品売買の歴史上かつてないほどの大きな変化といってよいでしょう。

しかし、担当官庁の経産省はこの超ハイレベルな改正内容を国民にはじめから告知するつもりはなかったと思われま

す。全国民が「質量」概念を理解し、それを道具として毎日の商品売買の手段として使いこなすことなど不可能と判断

していたからでしょう。さらに経産省はその法律の推進のために、「SI単位等普及推進委員会」を省内に設置します

が、そこで議論されたのは改正内容を国民に正しく公知する努力ではなく、対策は言語操作（経産省･用語法）によっ

てこの問題点（＝「質量」使用の義務化）を見えなくするという行為でした。

新・計量法によって、「重さ、重量」による商品売買を禁止し「質量」を義務化すると同時に、経産省は「重さ」、「重

量」、「体重」の言葉は（もともと）「質量」の意味で（あったと）主張（＝経産省･用語法）し、それを公用語として使い始

める言語操作を始めます。

従って、新・計量法による改正内容の事実は、「経産省･用語法」で次のように言い換え、全く違った結論に説明で

きるようになりました。

○事実 ：「重さ、重量(weight)」の単位の使用を禁止し、「質量(mass)」による取引を義務化。

→ 歴史的一大変化！

○経産省･用語法：「重さ、重量(weight)」の単位の使用を禁止し、「重さ、重量（＝mass)」による取引

を義務化。 → 何も変わっていない（ように見える）。

そして、この「経産省･用語法」は経産省から各関連官庁、郵便事業、 NHK や新聞などのマスコミを通じて現在の
われわれの生活に流し込まれています。

4．アンケートに見る「経産省･用語法」の影響
「経産省･用語法」の存在がわかったところで、ここで、再び（問1ｰ1）のアンケートのデータに戻りましょう。図１のグラ

フには、あまり目立ちませんでしたが「kgの意味」について「重複回答したグループ」3名がいました。そのデータには

注目すべき点があるので、その重複回答の内訳を表４であらためて見てみましょう。重複回答者は全員が「自信なし」

です。

問1-１．kgの意味は？ ②質量と④重量 ：2名
②質量と③重さと④重量 ：1名

表4．「kgの意味」についての重複回答の内訳

この重複回答では、kgの意味は「重量」＝「重さ」＝「質量」、またはそれに準じた見方をしています。これらは表１に

示した「経産省･用語法」の影響も敏感に受けて、「kgの意味」を解釈しているケースと思われます。経産省は「kg」とい

う記号さえ使っていれば、kgに一定の用語を規定しない、というおよそ科学の世界ではあり得ない非常識な方針をと

ったので、「重さ」＝「重量」＝「体重」（＝「質量」）などどれでもよいという用語法が流通していきました。そのため健康

診断での「体重」は実は「質量：kg」の意味であり、自動車の車体計量所での「車の重量」も実は「質量：kg」の意味で

あり、郵便局の料金表に表示している「重量」も「質量：kg」の意味です。さらにNHKや朝日新聞などを通じてわれわれ
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の生活に同様の用語法の情報が流れ込んできます。言葉に敏感な若い世代は「経産省･用語法」が当たり前と先入

観念をもたずにその影響をどんどん受けていきます。

重複回答した生徒は、一方でこの「経産省･用語法」の影響を強く受けると同時に、疑問を感じながらも理科の授業

で「物理用語」の定義も受け入れます。そして生徒自身の中で論理的整合性がとれなくなり、重複回答者は全員「kg

の意味」の回答は「自信なし」と回答しています。特に「自信なく」「②質量＆③重さ＆④重量」と答えた生徒は、「経産

省･用語法」の徹底したパターンを答え、最も矛盾が著しい状態にあると推測されます。

5．「生活」と「科学」の遊離
このようにkgの意味について「自信なし」と答えた86％の集団は、論理的整合性がとれない中で「経産省･用語法」

に強い影響をうけている人から、解決の方向性を発見できずに漂流するように混乱している人まで様々です。恐らく、

当初は中学２年生の全員が「自信なし」集団だったのではないかと思います。その全員「自信なし」グループの中から

「生活」を分離し「学校物理」だけに注目する「自信あり」グループ5名の一群が発生していったのではないかと思いま

す。

計量法の改正にともなう異変が中学生に明確に及びはじめたのは、2002年の改訂教科書で学んだときからです。

商品売買において「重さ、重量：kg重」が法定計量単位から廃止され、「質量：kg」の使用の義務化が法制化のあおり

をうけて教科書から「重さ：kg重」の単位がなくなり、突然隕石が落下してくるように「力：ニュートンの単位」がその代わ

りに出現してきました。新・計量法では商品売買の場面で「kg重」は使用禁止されましたが、それ以外の場面について

研究、教育などでは使用を禁止されていません。教科書から「kg重」を廃止し、欄外以外での使用を禁止したのは、

改正計量法を超えた文科省の独断的な行動といって良いでしょう（経産省はこれを高く評価するという声明をだして

います。）。この改訂された理科の教科書を見たある中学校の教師がすぐに「理科が生活から遊離していく。」とブログ

で述べていました。この適確なコメントのように今度は「理科」を学ぶ生徒が「生活」から遊離していくことによって「自

信」を獲得しようとする行動を始めているようにみえます。

他方、「自信なし」グループは、「生活」（経産省･用語法）と公教育の「理科」との間で混乱した用語の中で論理的に

整理できずに複雑な反応をしています。恐らく、生徒にとって「理科」は「生活」の中にあり、「生活」と矛盾する事自体

が信じられない、という健全な科学観を持っており、それが逆に「自信なし」グループを混乱に引きとどめているのでは

ないかとも思います。

６．（問4）の回答結果（単純集計）

（問４）では「商品売買に使われる単位について、正しい内容だと思う選択肢はどれか。」について妥当なものを選

択してもらいました。この設問の趣旨は（問1）のように「記号：kg」の意味ではなく、生徒に「商品売買する手段」を用語

で答えてもらうための問いです。そして（問1）で(a)～(d)のように抽出した生徒達がこの（問４）においてどのように反応

していくかを分析していきます。

下記の（問 4 ）の（ ）内の回答データは調査データを自信の有無に関係なく単純集計したものです。

（問4）商品売買に使われる単位について、正しい内容だと思うものはどれですか。」

①商品売買は、「質量」で行われている。（12名、34％）

②商品売買は、「重さや重量」で行われている。（16名、46％）

③商品売買は、将来「ニュートン」で行われるようになる。（0名、0％）

④よくわからない。（7名、20％）

（自信の有無の「未回答者」2名のデータは含めていないので、合計は35名。）
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（問4）では商品売買の単位の「用語」を聞いているため、生徒はどういう意味の分量で商品売買しているかを、あら

ためて考えなければならないので、（問1）より（問4）の方がより深く自分の売買手段の意味を確認する必要が出てきま

す。比較のために左に（問1ｰ1）のグラフを再掲しました。

図１a．（問1ｰ1）「kgの意味？」 図５．（問４）商品売買の単位の用語は？

（①③と④を合算し再掲。）

まず「自信の有無」を問わない単純集計のグラフで、（問1）から（問4）へ回答が変化する様子を

示して見ました。そのさい （問1）と（問4）の違いを比較しやすいようにするために、（問1）のデータ

を、「力」、「重さ」、「重量」を一つにまとめにして図1aとして再掲しています。

その集計結果から「質量」の選択者の減少、「重複回答者」の消滅、新たに「よく分からない」グル

ープの出現などの現象が見えてきますが、混乱の内容を深く分析するために、この単純集計された

データを（問1）の「自信あり」 ･「自信なし」グループに場合分けをしていきます。そして問1の回答が

問4の問いにどのように回答が変化していったのか、明らかにしていきます。

７．「自信あり・質量（問1）」選択グループは（問4）でどう変化したか。

下の図６は、図5のデータを「自信あり」グループについて抽出したものです。一緒に再掲した図3

と比較すれば、（問1）での「自信あり」グループが（問4）でどのように変化していったのかが、よく見

えてきます。

図3．「自信あり」グループの問１．「kgの意味」 → 図６．「自信あり」グループの問４．商品売買の単位

先ず目を引くのは自信を持って（問1）で 「 kgの意味」を 「質量」と答えた5名のグループ（図3）が、

（問4）において「商品売買の手段」を「用語」で問われると「質量」と答え続けた人は1名だけになっ

てしまったことです（図6）。 4人は「kgの記号」の解釈には自信を持って「質量」と答えましたが、言葉

で商品売買の手段は何かを問われると、 3名が「重さ，重量」に回答を変更し、「自信あり」グループ

は空中分解してしまいました。

これは、「 kgという記号」に一定の意味を規定しない「経産省･用語法」の影響と言って良いでしょ

う。経産省･SI単位等普及推進委員会は、「 kgという記号」はどんな用語で使おうともかまわない、商

①力

0人、0%

②質量

4人、80%

③重さ

1人、20%

④重量

0人、0%

「kgの意味」
「自信あり」

①質量,
1人, 20%

②重さ、重量, 
4人, 80%

③ニュート

ン,
0人, 0% ④わからない, 

0人, 0%

商品売買の単位

（「自信あり」）
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品売買において「kgという記号」を使いさえすればよい、という方針をうちだしているからです。1999

年新・計量法完全実施されてから、この用語法は市民生活に浸透していきつつあります。

「生活」の中で、商品にkgという記号のラベルを貼り付けてその数量を単純計算する作業において

は 「記号 kgの意味 」を 「質量 」 と してもこ とすんだのかもしれませんが、今度は 「商品売買の手段

は？」と正面から用語で聞かれると、「自信ありグループ」は「質量」と答きれなくなってしまいました。

「生活」の中に「kgの記号」に対して「重さ」、 「重量」、 「体重」、 「質量」などとさまざまな用語が許容

され氾濫している「経産省･用語法」の現状を無視できなくなり、動揺してしまったとのではないかと

思います。

（問1）で「自信あり」グループで「質量」を選択しましたが、（問4）では「質量」ではなく、「②重さ、

重量」と回答した人が3人います。この3名の中の1人の生徒がアンケートの終わりにコメントを残して

くれていますので、それを紹介します。

･意外と分かっていなかったのでもう一度語句の定義を押さえたいと思いました。
確認になって良かった。」

これは（問4）で商品売買の手段を用語で問われ、「意外と分かっていなかった」ことがわかった。
それで教科書で「もう一度語句の定義を押さえたいと思いました。」という意味だと思います。コメント

をしてくれた生徒は、原因を自分の不十分な勉強のせいにして、もう一度教科書に立ち戻らなけれ

ばならないと述べています。「生活」の中に氾濫している「経産省･用語法」に毎日さらされ続ける以

上、いずれ矛盾･対立する「物理用語」との混乱が再発するだろう事への疑問までは、思いいたって

はいません。（あるいはその原因を社会のせいに表明するのを抑制しているのかもしれません。）

公教育で「kg」に関する授業になると、その場しのぎに「学校物理」に自信のよりどころを求め､とり

あえず「生活」の中の「経産省･用語法」を無視するスタンスは、高校生だけでなく、大学で理工系や

家政系、医･薬系などのほとんどの学生が力学の初歩を学習するたびに繰り返す共通した行動だろ

うと思います。必要になるたびに定義の確認を何度くりかえしても、このパズルのような矛盾は解決

せず、彼らにとってこの問題は、「いまさら聞けないkgの意味」になっていきます。（本格的調査では

ありませんが、筆者が何人かの教育大系の理科教育専攻の学生に聞き取りをしてみると、高校生と

同じような結果が確認できました。もしアンケート調査された方がいらっしゃったら､是非結果をご一

報いただければ、幸いです。）

８ ．「自 信なし （ 問1）」選 択グル ープ は 、（ 問4） でど う変 化し たか 。
「自信なし」グループは「自信あり」グループと違って図1-1aのようにkgの意味は3つのグループに

分かれ、それぞれ（図6）のように変化していきました。これから3つのグループがそれぞれどう変化し

てしていったのかを追跡していきましょう。

（１）「自信なし・質量（問1）」選択グループは（問4）で、どう変化したか。

図1-1aと図6を比較して分かるように、 （問１ ）で「質量」、 「重さ」、 「重量」、 「力」、 「重複回答」に

分かれた生徒は、（問4）では、「質量」、 「重さ ･重量」、 「よく分からない」の3つに再編成されていき

ます。図1ｰ1aと図６のグラフを比較してみると、「 kgの意味」を記号で問うても②質量が37％（ 11人）、

「商品売買」の手段を用語で問うても質量37％（ 11人 ）と回答数が一致しまったく変化がないように

みえます。これは、内訳をみると､同一人物は11名中の7人だけで、たまたま流入数4名と流出数が4

名が一致していたために変化がないように見えているだけです。水面下で生徒は複雑な動きをして
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います。

○「質量」選択者に、まず注目してみましょう。

図1ｰ1a.（問1ｰ1） 「自信なし」・kgの意味 → 図６．（問4） 「自信なし」・商品売買の単位は何？

そういう質量への流入者と流出者の合計8名が出入りする中で、（問１）と （問4）のいずれにおい

ても「自信なく」 ･「質量」と答え続けた人が7人（23％）います。 「自信あり」では、（問1）でkgの意味

を「質量」と答えた人が（問4）で 4人から1人まで減少したことを考えれば、11人から7人はよくここで

踏みとどまった人数と見ることもできます。

その踏みとどまった7人の中の2人がアンケートでコメントをしてくれていますので紹介します。

・あまりちゃんと理解していないです。
・分からないことだらけでした。

コメントを読むと、「質量」と正しい（？）回答をしていても、その人自身の論理的整合性と言う点で

はまったく解決していないということが述べられていて、この問題をめぐる生徒にとって理解の自己

認識（メタ認知）は、複雑なことがよくわかると思います。

もしこのアンケート調査が混乱の様子を調査する目的ではなく、ただの学力検査ならば、（問1），

（問 4）ともに「質量」と回答した「自信あり」 1人･「自信なし」7人の正答者をほめたたえ、正答者率を

はじき出して、その人たちをみんなの目標にして努力させることで終わる話になります。それは、この

混乱問題の解決にはまったく寄与しないだけでなく、逆に混乱を固定化するのに寄与していく可能

性があります。この調査ではそれぞれの生徒がこの混乱の中でどういう考え方を持っていたのか、混

乱の様相を明らかにし、各自の混乱の位相を互いに共有化し、これからどうしていけば良いのかを

考えるスタートにするべきでしょう。そういう視点からこのコメントは、とても貴重です。

○「質量からの流出者」： 「質量」にとどまり続けたケースの次は、「質量」からの流出者4名と「質量」

への流出者4名の内容を見てみましょう。

（問1）で「質量」を選択しましたが、（問4）で「質量」以外の選択肢を選んだ人4名は何を選択したの

でしょう。その内訳は下記の表6に示しました。

（自信なしグループ）

問 1 ｰ 1 → 問 4 人数

②質量 ④わからない 1人
②質量 ②重さ、重量 3人 小計： 4人

表6．問４の質量選択者の流出先

①力, 1人, 3%

②質量, 
11人, 37%

③④重さ、

重量, 14人, 
47%

重複回答,
4人, 13%

「kgの意味」
（「自信なし」）

①質量, 
11人, 37%

②重さ、

重量, 
12人, 40%

③ニュート

ン, 
0人, 0%

④わから

ない,7人, 
23%

商品売買の単位

（「自信なし」）
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学習した理科（物理）の教科書の内容から「 kg の意味」を「質量」と判断するが、それが生活の中では当たり前に使
われている「重さ： kg 」や「重量： kg 」とコンフリクト（矛盾・対立）するので、現実の商品売買の世界に理科で常識とす
る用語をそのまま持ち込むことに躊躇し、生徒は判断を保留して「よく分からない」を選択しているのではないかと思い

ます。また「学校物理」の「 kg 」と「生活」の中のリアルな売買行為での「 kg 」とは異なった存在であるとみなして分離
し、（問４）では「重さ、重量」と答えるのではないだろうか。つまり「重さ、重量」を選択した生徒の頭の中では、「物理用

語」とは講義室の扉を境界線として「ここだけの話（教室の中だけの話）」になっていく傾向があると思います。しかし、

生徒･学生のこうしたｋｇの意味をめぐるメタ認知に理科（物理）の教師はほとんど関心を示さないのが現状です。

○「質量への流入者」：流出者とは逆に、問 1 ｰ 1 の kgの意味で②質量以外の選択肢を選び、問 4 では、「①質量」
の選択肢を選んだ人が 4 名（「質量」への流入者）います。その人達が問 1 ｰ 1 で選択していた内容は、以下の表 7
の通りです。

自信なしグループ

問1ｰ1 → 問4 人数
重複回答者（②質量＆④重量） ①質量 1人
④重量 ①質量 2人
③重さ ①質量 1人

表7．問4への質量選択者の流入

表 7 の流れの論理的解釈はむずかしいところです。「重複回答者」（「 kg 」の意味を質量＆重量と回答）が（問 4 ）で
「質量」に変更したり、その他の3人が「重さ、重量」から「質量」に回答を変更する行動もそうです。

対象を調査すると同時に対象を変化させていくのは調査の通例ですので、あえて言えば生徒は、このアンケートの回

答をしながらで自分が論理的整合性を維持していない事に気がついて、部分的に修正しながら回答行動をしている

可能性があります。その結果、せめて生徒にそのソリューションが見えるようになるであれば良いのですが、この調査

では生徒はそれを発見できないケースで文字通りの混乱というほかありません（後述、コメントBなど参照）。

○（問 4 ）｢よく分からない」グループの出現について考える。
考えても本当に分からなくなると、ただ沈黙する場合もあれば憮然と沈黙する場合もあります。この調査では、そうし

た生徒の位相もあきらかにするために「よく分からない」という選択肢を設置するとともに、生徒自身のコメントも求めま

した。（問 1 ）では「よく分からない」選択肢を選ぶ生徒は 1 人もいませんでしたが、（問 4 ）では 7 名のグループが出
現しました。次はこの意味をできるだけ具体的に探ってみたいと思います。

（問 4 ）で「よく分からない」を選択した人たちは、全員「自信なし」の選択者です。その人達は（問 1 ）で「 kg の意
味」は何を選択していたのでしょうか。その一覧は、表 8の通りです。図 9はそれをグラフにしたものです。

問１－１ 人数

①力 0人

②質量 1人

③重さ 4人

④重量 1人

⑤ 重複 1人

⑥合計 7人

図9．「よく分からない」グループの出自 表8「よく分からない」グループの出自
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（問4）の選択肢「よく分からない」グループの半数は、主に（問1）で選択した「重さ」の矛盾に耐えきれず流れ込ん

で来ていますが、残りの半数はさまざまなところから少しづつ流れ込んでいて複雑です。

たとえば（問1）の「重複回答者11％（3人）」は（問4）において用語で商品売買の手段を問われると、空中分解し重

複回答する人は1人もいなくなりました。「経産省･用語法」はkgの用語を規定せず、曖昧にしたので商品売買の手段

を用語で正面から問われると回答に窮してしまったのです。ただ、その行き先は「よく分からない」だけに流れ込むの

ではなく、分散しています。「よく分からない：1名」「質量:1名」、「重さ：1名」へとばらばらに分かれています。

（問4）の問によってkgの記号の意味を見失った生徒、あるいはようやく見失っていることに気づいた生徒など、その選

択はランダムでその動きの中の一つの選択肢として「④よく分からない。」があるようにみえます。そのために「④よく分

からない。」の選択者には一つの判断や意志が感じられます。このパズルにソリューションを見いだせないことに気づ

き始めた生徒は判断を意識的に留保し「よく分からない」を選択していると思われます。ここでそういう選択をした1人

の生徒（問 1で「重さ」を選択し問 4で「よく分からない。」を選択した生徒）のコメントを紹介します。

･「全然わかりません。」

「よく分からない。」という選択肢を選んだ生徒が真正面を向いて「全然分かりません。」と述べているコメントに私は

少し驚きました。この生徒は憮然たる沈黙として「よく分からない。」を選択していたように私は感じたからです。

ただ、こういう風に生徒のコメントを行動パターンごとに切り分けて紹介すると、特定の生徒だけではなく多くの生徒

も類似していること、彼らのメタ認知の共通性が見えにくくなります。そこで次は、生徒のコメント全部をまとめてリストア

ップしますので、それを読み通して見ましょう。それによって今まで見えてこなかったものが少しみえてくるかもしれま

せん。

9．生徒のコメントからみる混乱に対するメタ認知
アンケートのコメント欄に自主的に7名の人が感想を記入をしてくれています。その7名の中の2名が「自信あり」のグ

ループで、残りの5名が「自信なし」のグループです。すでに紹介したものも含めて、あらためて全員（AからGまで）とし

てコメントを紹介していきます。それに対して筆者のコメントを多少の重複がありますがつけくわえました。

○コメントA：「自信あり」、
･（問1）「kgの意味」：「質量」 → （問4）商品売買は「重さ、重量」

「意外と分かっていなかったのでもう一度語句の定義を押さえたいと思いました。確認
になって良かった。」

･コメントAへの筆者のコメント
このコメントには、すでに、教科書物理に立ち戻り定義を再確認しょうという意思と述べました。本

人が自覚しているかどうかは別として、ここには「生活」にしみこんでいる「経産省･用語法」と「科

学」のSI単位系の世界は別世界だと割り切ろうとするベクトルが感じられます。実は、こうした「生

活」と｢科学」の遊離が起きるだろう懸念は、すでに15年前に質量やニュートンの単位が新しい教

科書に導入されたのを見て「ーー理科が生活から遊離しつつある。」と中学校教師からの指摘が

ブログにありました。（2001.1.13･14）その予言通り生徒は、やむを得ず「生活」から「科学」を遊離

させつつ論理的整合性を確保していく一群を形成しつつあると思います。

○コメントB：「自信あり」
･（問１）、「kgの意味」：「重さ」 →（問4）「商品売買の手段」：「重さ･重量」

「問1と問3が矛盾してしまった。ーーーけれどわかりません。」
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･ コメントBに対する筆者のコメント
「問1と問3が矛盾してしまった。」というのは（問1）で「kgの意味」を「③重さ」と自信を持って答えまし
たが、ところが（問3）では「重さの意味」は何かという問に対して思わず「①力」と答えてしまっていま

す。結局、自分で「kg」は「力」の意味だと言ってしまっていた、という矛盾に気がついたのです。よく

あるパターンです。しかし、矛盾に気がついても全く論理的整合性をとれるソリュ－ションに到達でき

ないため「けれどわかりません」とコメントをしています。

○コメントC,D：「自信なし」、
（問1）「kgの意味」：「質量」→（問4）「商品売買の手段」：「質量」

･C：「あまりちゃんと理解していないです。」
･D：「分からないことだらけでした。」
これはさきに紹介した模範解答の生徒ですが、本人の論理性に照らして、彼らも全く納得がいかない

とのべています。

○コメントE： 「自信なし」

（問1）、「kgの意味」：「重さ」 →（問4）「商品売買の手段」：「よく分からない」
･E「全然わかりません。」
このコメントを読むと、この「全然分かりません」は、すでにふれたようにこの生徒は納得がいかないと

ものべていると思います。選択肢「よく分からない」に逃げ込ん分けではないとおもわれます。

○コメントF,G：「自信なし」
（問1）「kgの意味」：「重複回答（質量＆重量）」 →（問4）「商品売買の手段」：「重さ･重量」
･F：「この辺はあいまいでよくわからないです。」
･G：「難しいです。」

･コメントB∼Gに対するの筆者のコメント
コメントBからGまで読み通してみると、人によって言い方に配慮の強弱はありますが、そこには同

じ内容が潜んでいるように感じます。

C,D は「質量」と模範解答をしていますが「分からないことだらけでした。」と「あまりちゃん
と理解していないです。」と答え方は違いますが、2人とも同じ内容が語られています。
「質量」と回答しても、通常の授業で今まで努力し得られてきた達成感も知的満足感も得られず、

納得がいかない、という言葉が含まれているのです。

努力して解決できなかったことはほとんどなかった彼らにとってE：「全然わかりません。」とは、今まで

体験しなかった異常事態がおきていることを意味しています。「全然わかりません。」というコメントも

「全然、納得がいかない。」という意味がそこに含まれているといってよいでしょう。

Bの人も自分の矛盾点をいくらつきつめても、出口は全く見つからずこの問題を解決していけないこ

とを思い知ります。多分、このパズルは解けないパズルではないかと、気がつき始め、そのため「けれ

どわかりません」とこの問題を突き放すような憮然とした距離をとったコメントを述べています。

また、「この辺はあいまいで－－」と生徒がいうとき、つきつめて考える生徒にとっては、自分があいま

いというより対象があいまいになっているのでは？－－－、と指摘をしている事も考慮した方がよい

だろうと、思います。

コメントGの生徒も自分が取り囲まれている言語を駆使しても，収拾がつかず、正面から「難しいで

す」とつきはなすような距離感をもったコメントをしています。

９．まとめにかえて
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力学を学ぶ途上にある生徒が、こうした混乱する情況で「重さ、重量、質量など」について2つの矛盾

する用語法を使い分けていくことは至難です。生徒たちはまず「重さ、重量」の言葉が「weight」の意

味なのか 「mass」の意味なのか、わからなくなります。そして同時に「kg」という記号の意味も「weigh

t」なのか「mass」なのかもわからなくなります。建築物でいえば、一本も満足な柱が立っていない建

設途上で、屋根の設置工事をはじめているのと同じです。用語と記号が同時にそれぞれが２重に混

乱すれば、もはや収束は不可能です。誠実に理解しようと学ぼうと努力している生徒ほどこの泥沼に

陥りやすく、そしてそこから抜け出すすべはなく、丸暗記でその場しのぎをするしかなくなるでしょう。

こうした、現状に、中･高校生はもう16年間にわたって、世代をかえて放置されつづけています。

「いまさら聞けないkgの意味は何？」をめぐる生徒のアンケートから共通低音のようにこの混乱の

原因は自分たちではなく「外部」にあるのでは？－－－という鋭い不信感が聞こえてきます。その

「外部」とは、多くの生徒の視角からは理科や物理教育に及ぼす「産業政策」の矛盾ではなく「理科

教育や物理教育」そのものの矛盾に見えるだろうことは、理科教育にたずさわる者にとっては十分留

意しておかなければならない点です。

（参考資料）

1)http://blog.livedoor.jp/airtouch/archives/4011201.htmlブログなど様々な記事。
2)「重さ，重量、質量」の標準的理解として参照した文献。
･西川哲治他（ 1996 ）『物理学事典』培風館、
･玉虫文一他（ 1986 ）『理化学事典』岩波書店
･物理教育学会編（ 1984 ）『物理教育用語集』大日本図書

･『広辞苑』（ 2008第 6版）岩波書店、
･『大辞林』（ 1995第 2版）三省堂
3 ）本稿作成にさいしては、新・計量法の成立過程に関する以下の 7 社のデジタルデータなどを参照し
た。朝日、読売、毎日、日経、産経、東京、信濃毎日の各新聞。

4 ）茂野博：「地球科学分野における国際単位系（ SI ）の使用、問題点と解決策」、地質ニュース 603号，
25 ― 33 （ 2004.11 ）
5 ）日本機械学会：「 JIS機械工学便覧」（ 1975 ）日本文化出版、Ⅰ― 53 ．
6 ）長尚（大阪市立大）：「国際単位系への統一に反対」信濃毎日新聞（ 1992.5.9 ）
7 ）朝日新聞夕刊：「どう教える？国際単位系への移行（ウィークエンド・ストーリー）」（ 1992.7.17)
8 ）通商産業省 SI 単位等普及推進委員会：「新計量法と SI 化の進め方－重力単位系から国際単位系
（ SI ）へ－」（ 1999 ） http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e90608kj.pdf

（以下資料Ⅰ～Ⅴ）
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○［資料Ⅰ：アンケート用紙のフォーマット］

理科（物理）の単位についてのアンケート調査 v1.6

･該当する選択肢の番号を○で囲んで下さい。

･答えが複数あると思った時には複数の番号を○で囲んで下さい。

（問１）「kg」の単位の記号の意味は、次のどれだと思いますか。
①力、②質量、③重さ、④重量、⑤分からない、

この答に自信がありますか。
①ある、②ない、

（問２）「重量」の用語の意味は、次のどれだと思いますか。
①力 、②質量 、③分からない、

また、その単位の記号は次のどれだと思いますか。
①N（ニュートン）、②kg 、③kg重 、④分からない、

（問３）「重さ」の用語の意味は、次のどれだと思いますか。
①力 、②質量 、③分からない 、

また、単位の記号は次のどれだと思いますか。
①N（ニュートン）、②kg 、③kg重 、④分からない、

（問４）商品売買に使われる単位について、正しい内容だと思うものはどれですか。

①商品売買は、「質量」で行われている。（38％）
②商品売買は、「重さや重量」で行われている。（43％）
③商品売買は、将来「ニュートン」で行われるようになる。（０％）
④よくわからない。（19％）

＊ご協力ありがとうございました。

このアンケートにコメントしたいことがありましたら、是非下記にお書き下さい。

参考にします。

年、 組 ･性別 男 、女
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○［資料Ⅱ：「重量、重さ」の標準的意味の確認］
物理の用語として「重さ、重量」の意味の標準的理解を確認しておきましょう。ここでは公立図書館などで閲覧図書

として常備され、多くの中・高校の理科･物理の教師･研究者、一般市民に参照されやすい辞典などとして以下の 5
点を参考にしました。

･西川哲治他（ 2006 ）『物理学事典』培風館、
･玉虫文一他（ 1986 ）『理化学事典』岩波書店
･物理教育学会編（ 1984 ）『物理教育用語集』大日本図書
･『広辞苑』（ 2008第 6版）岩波書店、
･『大辞林』（ 1995第 2版）三省堂
上記の 5 つの文献をみると「重さ」、「重量」という言葉は、いずれも「 weight 」の意味であり、「力、重力」と同じ意味

であることが共通認識となっていることが確認できます。また、実際に中学･高校の理科（物理）の教科書が同様の理

解に従って記述され、教育が展開されています。

『物理教育用語辞典』や『大辞林』などにおいては、「重さ、重量」が「日常生活」で或いは、「俗に」「質量の意味で

使われることがある」という事例も紹介しています。標準的理解とは公教育などで一般的に受け入れられ使用されてい

る事例であり，日常生活で使用される事例の存在することを否定しているわけではありません。さらに、「物理学事典」

や「理化学事典」の「重さ、重量」の項目の説明では物理学上の定義が詳細に記述されていますが、ここでは商品売

買の単位自体が主題なので、その内容は「重力、力」と簡略して表記していきます。

○［資料Ⅲ：新・計量法の意味]
新・計量法が施行されると商品売買に使用できる単

位は「 SI 単位」だけに限定されます。それ以外のすべ
ての単位は「非 SI 単位」と呼ばれ、原則使用禁止にな
ります。

そして 1999 年 10 月 1 日から（新）計量法が完全実
施されると商品売買には原則として表 1 の下の欄の SI
単位だけしか使用が認められなくなりました。従って、

「重さや重量」を表す単位は Nだけです。しかし Nは、
商品売買の手段としては不適な単位なので、商品売

買に使える「重さや重量」の単位は何もなくなってしま

いました。これが新･計量法によって国民にもたらされ

た「重さや重量」の単位の喪失の意味です。

こうした点をふまえて、あらためて表１を見ると、商品売買として使える単位として残っているのは結局「質量」しかな

いことがわかります。このように消去法でつめていくと、新・計量法は、国民に対して①「重さ、重量(weight)」の単
位での商品売買を禁止し、今度は②「質量(mass)」概念での商品売買を義務化する(違反者には 50 万円以下の
罰金）、という歴史的一大転換をもたらす超ハイレベルの法律だったということができます。これだけ重大な事実にもか

かわらず政府もマスコミも明確に報道したことはない、といって良いでしょう。

○［資料Ⅳ：「経産省･用語法」を作った委員会］
通商産業省 SI 単位等普及推進委員会：「新計量法と SI 化の進め方－重力単位系から国際単位系（ SI ）へ－」

（ 1999 ） http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e90608kj.pdf

新・計量法の施行のために経産省の内部に「 SI 単位等普及推進委員会」が設置され、この委員会で全面 SI 化
を推進するためにさまざまな問題が検討されています。「 SI 単位等普及推進委員会」の主な構成者は次の通りで

表１．計量法での商品売買に関連する主な単位
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す。

委員長：桑田浩志（トヨタ自動車設計管理部）、副委員長：永井聡（経産省工業技術院計量研究所主席研究官）、

筆頭委員：佐藤義雄（文科省教科調査官）、以下 26 名の各産業界などの代表者が名を連ねている委員会です。計
量行政審議会と同様にこの委員会でも経産省の方針から教育の専門家は排除され、文科省の教科書検定行政に携

わっている調査官が一人参加しているだけです。

その委員会で作られた「新計量法と SI 化の進め方」という文書をみると、そこで「重さ、重量」などという言葉を「質
量」の意味で使っても良いという重大な方針が打ち出されています。「新計量法と SI 化の進め方」のファイルの Q&A
に、それに関する該当部分があるので以下に引用します。なお文中（ ）内の文章は文意を誤解しないよう筆者

が補足し、また下線は要注意の箇所として筆者が付記しています。

「 Q21.重量という言葉は、（旧計量法が廃止されたあと）今後とも使用することができるか。」
「 A21. ―――（前略）―――――（新）計量法では、用語の使用を明確には規定していませんが、 SI化を機会に単位記号、接頭

語などと同様に、用語も正しく使用することをお奨めいたします。重量を質量の概念で使用する場合にはその単位に"kg"を、力の

概念で使用する場合にはその単位に"N"を使用します。 」

「用語の使用を明確には規定していません」と、かなり重大な事が、こともなげに触れられています。「質量」のこと

は、「重量」と呼ぼうが「重さ」と呼ぼうが用語は問題にしない。しかし「 kg 」という単位の記号だけは明確に「 kg 」と書
かなければならない、と言う意味のことが具体例をあげて述べられています。つまり新・計量法を推進するさいの方針

は「単位の記号」管理が主目的で、「単位の用語」の内容は明確に規定しない、と述べているのが瞠目すべき点で

す。「 kg 」の用語の定義を明確にしないというのは、いうまでもなくおよそ科学の世界ではありえない非常識な方針で
すが、ここではそれが明確に肯定されています。

ただ、この文書の中で経産省は「用語も正しく使用することをお奨めいたします。」とも述べているので、この文章を

読む限りでは、誰しも経産省は「質量： kg 」という正しい用語を使用し、「重さ kgや重量 kgや体重 kg 」などという「推
奨できない」使い方はしないだろうと、解釈したくなりますが、現実はそうではありません。

経産省は、逆に「重量： kg 」や「重さ:kg 」などの言葉を「質量」の言葉の代わりに法律の条文でも積極的に容認･推
進しています。例えば「民間事業者による信書の送達に関する法律」、「道路運送車両法」。また郵便の料金表などの

パンフレットには新・計量法完全実施以降も「質量 2kg 」ではなく「重量 2kg 」と表記され、修正していません。 これら
の一連の流れは「 SI 単位等普及推進委員会」の方針に沿って「 kg 」の用語を明確に規定しないので「重量 2kg 」は
「質量 2kg 」という意味で公然と使用が容認されたことを意味しています。
このように「重さ、重量」＝「質量（ mass ）」という言葉でつけ替えをする言語操作を以下では、便

宜的に「経産省･用語法」と呼ぶことにします。物理の用語との違いを確認しましょう。

○物理の用語 ：「重さ、重量（ weight ）」＝「重力、力」
（ SI単位系、または国際単位系）

○経産省･用語法 ：「重さ、重量」＝「質量（ mass)」
この「経産省･用語法」は、上記の比較から直ちにわかるように国際度量衡会議声明（国際文書第 8 版、 2006 年）

と矛盾した用語法です。そのため、理科（物理）における SI 単位系の公教育の理科教育と真正面からコンフリクトして
いくことがわかると思います。

○［資料Ⅴ：計量法改正内容について国民への経産省の説明の仕方］
実際に経産官僚は計量法の改正による変化を国民に向かってどのように説明を行ったのかを見てみましょう。

1992 年 11 月 14 日付けの朝日新聞に、経産省が記者の取材に答える形式で国民に向かって（新）計量法の導入に
コメントしている記事が掲載されています。

[朝日新聞記者]（新・計量法によって）「使い慣れた単位を変えると、市民生活に混乱はありませんか。」
[通産省･計量行政室長（津田博）]
「体重に使う単位のキログラムが使えなくなり、 9.8 倍したニュートンになるという誤解があったようですが、体重は質
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量を表すので単位は変わりません。（下線部①）また、エレベーターの重量表示も積載できる質量を表すのでキログラ

ムのままです。（下線部②）力を表すときに使う重力単位は、普通の生活にはあまり登場しませんので、一般の市民生

活にはさほど影響はないと思います。改正に伴う対応は、産業界を中心にしたものになります。（下線部③）」 （下線

は筆者が書き加えた。）

上記の文章は典型的な悪文で、故意に意味を曖昧しておりとても読み解きにくい文章になっています。それを国

民はどのように読むのだろうか、という視点から要約してみました。

新・計量法の変化は、「産業界中心」の変更なので「一般の市民生活にはさほど影響はない」（下線部③）。

その理由を２つあげています。

「体重は質量を表すので単位は変わりません。」（下線部①） 、「重量表示も積載できる質量を表すのでキログラム

のままです。」（下線部②）。

このように唐突に「体重も重量」も「質量」であると「経産省･用語法」を主張されてもそれがどういう意味なの誰も理

解できなかった事でしょう。物理に一定の知識を持った人でも SI 単位系の国際常識から外れた経産省でしか通用し
ない奇妙な用語法にほとんどの人が戸惑ったことでしょう。いずれにしても、この文章はどう読みこんでも、「重さ、重

量(weight)」の単位よる商品売買を禁止し、こんどは新たに「質量(mass)」概念で商品売買を義務化する、という説明
はどこにもみつけることはできません。

当時、ほぼすべての国民はこの説明文を読んで論理的理解を断念せざるを得なかっただろうと思います。従って、

ほとんどの人はやむを得ず、意味不明のセンテンスにぱらぱらと漂流している印象的な言葉―――（経産省･用語法

でいうと）「単位は変わりません」、「キログラムのままです」、「市民生活にはさほど影響はない」―――という奇妙な言

葉の断片から、新・計量法になっても多分変化がないだろうと憶測し、事実と反対の方向へと誤解していったと思われ

ます。つまり経産省の説明は、新聞報道を利用して計量法によって変化はないという誤解へと国民を誘導していくた

めのものだったと言ってよいでしょう。その必須のツールが「経産省･用語法」であったわけです。

（以上）


