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1111....    はじめにはじめにはじめにはじめに    

学習の動機づけモデルとして，アメリカの教

育工学者ジョン・M・ケラーが提唱している

ARCS モデルがある 1) ．このモデルは，学習の

際になぜやる気が出ないのかに焦点を当て，４

つの要因，Attention（注意），Relevance（関

連性），Confidence（自信），Satisfaction（満

足感）から動機づけを考えるものである．４つ

の要因の頭文字をとって ARCS と名付けられ

ている．このモデルは授業，教材など，学習環

境を評価し，改善していくための枠組みとして

用いることができる． 

 Web 教材「ハンバーガーショップで学ぶ楽し

い統計学」２) は，ハンバーガーショップを舞台

に店員とお客（学習者）が協力して他店と自店

の商品の人気を比較したり，新商品の開発に取

り組む過程で統計学の基礎を学んでいくという

構成になっている．全 10 章の内容を 1 章から

順番に進めていき，各章の最後に「通過テスト」

を受け，合格したら次の章に進むことができる．

また，教材内に親しみやすい要素を盛り込むな

ど，数学的な内容に抵抗感を覚える学習者でも

取り組みやすい教材になっている． 

この教材は独習用として用いられる教材であ

るため，特に学習者の学習意欲の維持に対して

の工夫が重要になる．そこで，ARCS モデルに

基づいて改善を行えばさらに良い教材になるの

ではないかと考えた．本研究では Web 教材「ハ

ンバーガーショップで学ぶ楽しい統計学」を

ARCS モデルに基づいて改善した． 

 

2222....    教材教材教材教材のののの設計設計設計設計    

2222.1. ARCS.1. ARCS.1. ARCS.1. ARCS モデルモデルモデルモデルにににに基基基基づくづくづくづく分析分析分析分析とととと改善改善改善改善点点点点    

 ARCS モデルに基づいた WBT 教材の工夫 1)

を用いて分析を行った．(1)タイトル画面，(2)

導入部分，(3)メニュー構造，(4)教材の提示とガ

イダンス，(5)演習とフィードバック，(6)評価と

集結という構成要素ごとに分析した結果，特に

(3)(4)(5)について改善点を多く挙げることがで

きた．教材の問題点，具体的な改善点を表 1 に

示す．この結果から，改善版の教材では特に“C”

（自信）の側面について，動機づけを強化する

こととした． 

分析の結果から，章で学んだ基礎項目を覚え

ているか自分でチェックする基礎項目セルフチ

ェック機能，チェックした項目を繰り返し学べ

るステップアップ機能を追加することとした． 

 
表 1：ARCS 動機づけモデルに基づく教材の分析

ARCSARCSARCSARCS 動機動機動機動機づけづけづけづけモデルモデルモデルモデルにににに基基基基づづづづくくくく工夫工夫工夫工夫 1)1)1)1)    教材教材教材教材のののの問題点問題点問題点問題点    改善点改善点改善点改善点（（（（実現方法実現方法実現方法実現方法））））    

(3)メニュー 
構造 

C-1:終了した項目に目印をつける 

ことで残りの項目が分かり， 

S-2:項目終了の度に強化が与え 

られる． 

 

・終了した章がひと目で分

からない． 
・１つの章の中で終了した

項目が何かひと目で分か

らない． 

・章が終了したら目次のページで終了 

した章の色を変える． 

・各章の中で項が終了したら色が変わ 

るインジケータを、学習ページの中 

に常に表示する． 

(4)教材の提示

とガイダンス 
C-1,C-2:練習の前に簡単な質問を 

用意したり、リスクなしの 

反応を促すことで、自信を 

つけるチャンスを与える． 

・練習の前に質問項目など  

  は特にない． 

 

・練習に行く前に基礎項目を覚えて 
  いるかチェックする，セルフチェッ

ク機能をつける． 
 

(5)演習と 
フィードバック 

C-1:学習者の技能レベルをモニター 

して難易度を調節する． 

 

C-2:正答には学習意欲をそそるよう

なほめ言葉を用いる． 

C-2:誤答には原因を指摘して再び 

チャンスを与える． 

C-3:学習者に問題数や、正答率の 

目標をコントロールさせる． 

C-2:目標指向性をもたせる． 

・モニターするような機能 
  は特にない． 
 
・練習問題のフィードバッ

クは次の学習画面で示し

てあるのみ． 
 
・コントロール機能は特に 
ない． 

・チェックされた項目について段階を

踏んで練習できる，ステップアップ

機能を加える． 
・正答・誤答の場合のフィード 
バックをポップアップで表示する． 

 
 
・好きなときに次の練習に進めるよう 
に選択肢を用意する． 
練習の解答結果をモニターし、正答

数が上がったら、次の項目に進むよ

うアドバイスを出す． 



また，章の中で自分が今どの項目を学んでいる

かが分かる進捗のインジケータを学習画面に常

に表示するようにした． 

    
2.22.22.22.2. . . . 基礎項目基礎項目基礎項目基礎項目セルフチェックセルフチェックセルフチェックセルフチェック機能機能機能機能    
基礎項目セルフチェック機能は，章の中で学

んだ基礎項目を覚えているかどうかを自分でチ

ェックする機能である．章の目次や応用問題画

面から進むことができる．ここでは問題が提示

され，解答するためのステップが表示されてお

り，チェック項目はステップ内にそれぞれ複数

個用意されている（図 1）．初めは伏せて表示し

てあるが，カーソルをあてることで答えが表示

される．その時点で分からない，または曖昧だ

と思ったらステップの横のボックスにチェック

をいれ，それが次の画面で表示される． 

 

2.32.32.32.3. . . . ステップアップステップアップステップアップステップアップ機能機能機能機能 

ステップアップ機能はセルフチェック機能で

チェックがついた項目がメニューとして表示さ

れ，それぞれの項目について繰り返し練習でき

る機能である．練習項目について一問解答する

ごとに正解・不正解かを判定し，どちらの場合

も判定後に解説を見ることができるようになっ

ている．問題を一問解くごとに解答数と正答率

が表示される．また項目ごとに繰り返し練習す

る画面は基礎項目チェック画面を経由せず，応

用問題画面，練習問題画面で対応する部分から

直接呼び出すことが可能である． 

 

3333．．．．開発開発開発開発 

教材の説明画面についてはHTMLで作成し，

基礎項目セルフチェック画面，ステップアップ 

メニュー，学習の進捗管理については PHP を

用いた CGI で実装し，問題の自動生成には 

JavaScriptを用いた．ユーザデータの管理につ

いては MySQL を利用した． 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
図１ 基礎項目セルフチェック画面 

 

4444．．．．形成的形成的形成的形成的評価評価評価評価     

4444....1.1.1.1.    1111 対対対対 1111 評価評価評価評価    

 始めに第４章の部分をプロトタイプとして開 

発した．改善後の教材が独り立ちしているかど 

うかを確認するために，プロトタイプ版を用い

て，本学部に所属する学生を対象とした動作確 

認を行った．その後 1 対 1 の形成的評価を２名

に実施した．なお形成的評価では前提条件を満

たす協力者を探すことが困難なため，事前テス

トをクリアしていても，教材の改善という視点

から教材に進んでもらった．学習後教材に関す

るアンケートを取った．問題点について改善し

た後小集団評価に移った． 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.    小集団評価小集団評価小集団評価小集団評価    

プロトタイプ版を用いて，小集団評価を行っ

た．1 対 1 評価の協力者を除き，本学部に所属

する学生８名を対象とした．この実験でも 1 対

1 評価と同様，被験者が前提テストをクリアし

ている場合でも対象とした．被験者には改善前

の教材と改善後の教材両方を使用してもらい，

アンケートを実施した． 

アンケートでは，自信をもって学習を進める

ことができたか，教材終了後自信を持つことが

できたか，教材の改善部分についての意見を調

査したところ，改善後の教材の方が良いという

結果となった． 

小集団評価で出された改善案をもとに第４章

を改善し，第１章から第９章までを開発し，動

作確認を行った． 

 

5555．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに    

 本研究では ARCS モデルに基づいて Web 教

材「ハンバーガーショップで学ぶ楽しい統計学」

を分析し，動機づけの自信の側面の強化するた

め，基礎項目セルフチェック機能とステップア

ップ機能を追加した．評価では好意的な意見を

得ることができた．今後の課題として，追加機

能を加えたことで，学習の進捗にどのような効

果があるのか検証していくことが挙げられる． 
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