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＜あらまし＞ 近年新たに拡張された動機づけモデル（ARCS-V モデル）については、実践での

有用性の検証が十分になされていないため，既に広く知られている ARCS モデルを拡張する意義

を明確にする試みは ARCS モデル研究に貢献できるものといえる．本研究では，ARCS-V モデル

が実践においてどのような有用性があるのかについて検証するためのツールと手順の設計につい

て妥当性があるかを検証した．  
 

＜キーワード＞ 学習意欲 ARCS モデル ARCS-V モデル 有用性検証 
 
1. はじめに 

インストラクショナルデザイン（ID）の代表的

モデルで，学習意欲を取り扱う ARCS モデルが近

年，「意志」を表す V（Volition）要因を付加して

拡張され，ARCS-V モデルとして提唱されている

が，実践方略・方策はまだ示されていない（鈴木，

2010）．本研究は，ここに貢献しようとするもの

である． 
1.1 ARCS-Vモデル 

ARCS-V モデルは，ARCS モデルが捉えた

Attention （注意）・ Relevance （関連性）・

Confidence（自信）・Satisfaction（満足感）の４

つの側面に，新たな要因 Volition（意志）加え，

一旦動機づけられたあと，学習目標が達成される

まで，その意欲が継続されるよう学習意欲を支援

しようとするものである．ARCS-V モデルは，

ARCSモデルと比較するとまだ十分に研究されて

いないが，ARCS の各要因には既に定義されてい

る下位分類について， V 要因についてもこれを同

定しようとする研究がある（Nakajima et al, 
2012）． 

 
2．ARCS-Vモデルの有用性検証方法 

ARCSモデルにV要因が拡張されたことによっ

て，モデル利用の実践現場に新たな利益を生むの

かどうかを検証するため，ARCS-V モデルが，

ARCSモデルに比して特にV要因に特化した学習

意欲の問題を解決する方策を導くヒントを与える

ことができるか否かを，また，それができる場合，

それはどのようなケースなのかを検証するための

設計を行い，この過程で提案したツール類とその

検証方法についての妥当性を検証する． 
2.1 検証用ツール設計 

まず検証のためのツールの整備を行った． ひと

つは，ARCS モデルにおいては既出（鈴木，2002）
の、実践のためのヒント集に新たに V 要因に関す

るヒントを追加提案した ARCS-V モデルのヒン

ト集，もうひとつは，教授者が，ARCS モデルに

もとづいて科目や受講者の分析を行い，学習意欲

の具体方策を考案できるよう，Keller（2010）が

提案している学習意欲のデザインプロセス 10 ス

テップ（表１）をもとに作成した，学習意欲の方

策デザインステップ表がこれに当たる． 
2.2 検証方法 

検証作業では、上述ツールの ARCS モデル版と

ARCS-V モデル版を準備する．また，分析対象と

なる実験結果内容の拡散をある程度抑制するため，

教授者自身の担当科目にもとづくデータを取るの 
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表１ 学習意欲のデザインステップ（Keller, 
2010） 

 学習意欲のデザインステップ 

分析 1． 科目の情報を得る 

2． 学習者の情報を得る 

3． 学習者を分析する 

4． 既存の教材を分析する 

設計 5． 目標と評価項目を書き出す 

6． 方策の候補を書き出す 

7． 方策を選択・設計する 

8． 教材設計に組み込む 

開発 9． 教材を選択・開発する 

試行 10． 評価・修正する 

 
ではなく，仮想の授業場面設定（シナリオ）とし

て，V 要因が利きそうなものとそうでないものの

２種類を準備し，教授者にはこれらのツールにも

とづいて学習意欲の方策を検討するよう要請する．

つまり，２×２の二要因配置で（表２）、教授者

が書き出した学習意欲の方策の種類と数を比較分

析する．  
表２ 検証グループ分け 

 ARCS 
モデル

のツール

ARCS-V 
モデル

のツール

V が利きそう

なシナリオ

グループ 1 グループ 2

V が利きにく

いシナリオ

グループ 3 グループ 4

 

2.3 分析手順 

デザインステップ表の成果物として被験者が選

定した具体方策には，被験者自身が A, R, C, S, V
のいずれの（もしくは複数の）要因に関わる方策

かを記述することになっている．ここでは，動機

づけの問題を解消するために選定した方策のうち，

V 要因に関わる方策の割合がグループ間で有意差

があるかを分析する．各グループにおける V 要因

に関わる方策の割合の平均値をグループ間比較し，

グループ３と４では有意差がなく，グループ１と

２ではグループ２が有意に多かった，という結果

が出た場合，「V要因が利きそうな場面でARCS-V
モデルを活用するとV要因に係る動機づけ方策が

有意に多く選定される」ことになり，ARCS-V モ

デルの実践における有用性が示される場面を示唆

できるものと考えられる．  
 

3．考察 
この実証実験では，教授者の V 要因に係る動機

づけ方策の選定がより多くなることを支援できた

ことをもって，一定の意義があるという仮定を置

き，実践での有用性を示せたと考えている．しか

し，これで十分な有用性を示せたとは言えない恐

れがある，例えば，方策の数が不要に多い場合，

有効でない場合があるし，数に関わらず，方策の

内容が妥当でない場合も有効ではない．これらの

点も考慮するには，その方策により学習者の動機

づけが実際に改善されたかどうかを方策実施後の

学習者向けアンケートなどで明らかにすることが

必要である． 
 

4. おわりに 
本研究では、近年拡張された ARCS-V モデルが

実践においてどのような有用性があるのかについ

て検証するための設計を行い，この過程で提案し

たツール類とその検証方法についての妥当性を検

証した．今後は，提案ツールの形成的評価を経て，

本検証を実施し，データ分析と評価を行う． 
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