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あらまし：製薬企業における資格取得対策として、ARCS モデルに基づいてデザインした、携帯メール

マガジンおよび携帯 e ラーニングシステムを活用した個人学習の動機づけを試みた結果を考察した。研

究終了後のアンケート結果から、学習者の動機づけには成功したと考えられる。この研究は、ID 理論

を学習した内容の専門家（SME）が教材の設計・開発を行うと、『魅力ある教材』を制作できる可能性

があることを示唆するものである。
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1. はじめに
学習者の動機づけ理論として、ケラーの ARCS モ

デルが知られている。ケラーは、学習意欲の問題と

対策を Attention（注意）、Relevance（関連性）、

Confidence（自信）、Satisfaction（満足感）の４要因

に整理している(1)。『魅力ある教材』の設計・開発に

はこの ARCS モデルが有効であると考えられている。

本稿では、製薬企業における MR（ Medical

Representative：医薬情報担当者）の認定試験対策用

に、ARCS モデルに基づいて設計した、携帯メール

マガジンおよび携帯 e ラーニングシステムを活用し

た個人学習の動機づけを試みた結果を考察する。

通常、製薬企業において、4 月に入社した新人 MR

は、3 ヶ月以上に渡る導入研修を受講し、7 月以降に

現場配属となる。MR 認定試験は、12 月に実施され

るため、現場配属後は、個人学習（問題集、e ラー

ニング等）を中心とした MR 認定試験対策が実施さ

れる。試験範囲は（財）MR 教育センター著『MR

研修テキストⅠ,Ⅱ,Ⅲ』である（試験科目は 6 科目）。

現場配属後の MR は、仕事と勉強の両立を求められ、

各社個人学習をサポートする方法を検討し実施して

いるが、ARCS モデルのような学習者の動機づけ理

論に着目し、研修をデザインしている企業は少ない。

2. 研究方法
研究は、2007 年 9 月中旬～12 月中旬に実施し、企

画、実施、結果解析まで筆者 1 名で運営した。

対象者は、MR 認定試験を受験する MR で、研究

開始時は 45 名が参加していたが、最終的には 164

名となった。対象者に対しては、1 日 1 回、MR 認

定試験対策を目的とした携帯メールマガジンを送信

した。メールマガジンには、「受験日までのカウント

ダウン」「今日の一言（応援メッセージ）」「MR 認定

試験クイズ（ドリル形式）」の３つのコーナーを設定

した（具体的事例は、図 1 を参照）。

なお、メールマガジンの配信には、携帯マーケテ

ィングシステム ASP の「ピタゴラくん」(2)の持つ機

能のうち、携帯 e ラーニングシステム、アンケート

システムを活用した。

図 1 携帯メールマガジン＆ドリル画面の事例

（左：メールマガジン画面、右：ドリル画面）
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間際になって慌てないように、

試験までの持ち時間をはっきり

と把握し、そこに至るまでの時

間のマネジメントを的確に行お

う。（引用：超勉強法 野口悠

紀夫 講談社）

明日から試験までに残され

た時間をカウントしてみる。例

えば、平日 4 時間、休日 10 時

間勉強すると、合計 100 時間。

100 時間あれば、最低 3000 問

位の問題は解けます。・・・

（略）

●MR 認定対策クイズ
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（↑アドレスをクリックすると、ド

リルサイトにリンクします）
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正解 誤

MR 研修テキストⅠp110 参照

3 万人→6 万人

：ちなみに、胃癌の死亡者数は約

5 万人である。（同テキスト p136）
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3. ARCS モデルに基づくデザイン
メールマガジンを構成している「受験日までのカ

ウントダウン」「今日の一言（応援メッセージ）」「MR

認定対策クイズ」で、工夫した点を表 1 に述べる。

表 1 ARCS モデルに基づく工夫点

A

：注意
 毎日異なる応援メッセージ（飽きさせ

ない）。

 毎日異なる科目の問題。

 受験日までの残日数を意識させる。

 もっと勉強したいと思わせる、テキス

トを思わず開きたくなる解説文。
R

：関連性
 過去の出題傾向に即したテスト問題。

 充実した解説文（学習者が混乱しやす

い内容を分かりやすく、MR 活動に即

した事例を取り上げる等）。
C

：自信
 「今日の一言」では、過去の事例（先

輩の体験談等）を伝えることで、勉強

すれば合格するんだというイメージ

づくりをサポート。

 ドリルは、MR 活動の中で、空いた時

間に、いつでも、少しの時間で出来る

問題数とし、気軽にチャレンジでき、

取り組みやすくする。

 問題数を順次増やしていくことで、勉

強量を増加させ、実力アップに貢献す

る（9 月～10 月は 1 日 2 問、11 月に

は 1 日 3 問、12 月は 1 日 6 問）。
S

：満足感
 登録者全体の正解率の提示（他の受験

者の中の位置づけを示す）。

 出題レベルの一定感（問題の精度）。

4. 結果
メールマガジンの登録者は、当初登録に協力して

頂いた MR の紹介で順次増えていった（口コミによ

るもの）。登録者の所属企業は多岐に渡ると考えられ

る（所属企業は未調査のため不明）。

「MR 認定試験対策クイズ（ドリル形式）」の実施

率は、平均 80％、最高 100%、最低 68%であった。

また、最終的な MR 認定試験合格率を調査したと

ころ、初期登録者 45 名については 44 名が合格して

いた（合格率 97.8%）が、その他 119 名については

不明である。

MR 認定試験終了直後にアンケートを実施したが、

主な結果は以下のとおりである。回答率は、36.6％

であった（60 名/164 名）。

「このメルマガはあなたの学習の動機づけに役立

ちましたか？」の問いに対して、「大いに役立った」

が 78%、「役立った」が 20%、「どちらとも言えない」

が 2%、「あまり役立たなかった」「全く役立たなか

った」は 0%であった。また、「来年後輩が出来たら

このメルマガを勧めますか？」の問いに対しては、

「勧める」が 97%、「分からない」が 3%、「勧めな

い」は 0%であった。

アンケート時に登録者から得た主なコメントを表

2 に述べる。全体的にネガティブなものは無かった。

表 2 アンケートのコメント（抜粋）

 勉強方法は自分に合ったものを、自分自身で確立

する必要があると思います。その一助として、こ

のメールを役立てる事が出来ました。また、毎日

メールを頂けた事で、常にモチベーションを維持

出来ました。有難うございました。

 毎日一言いただけることは受験者にとってとて

も心強いと考えます。また毎日試験日までの残日

をのせていただいていたこともよかったです。

 いつもメルマガではマインド面を参考にさせて

いただきました。きっと来年の方々も参考になる

と思います。毎日ありがとうございました。

 解説がとても良かったです。関連項目の紹介もあ

って役立ちました。

 問題が解けた時の自信と解けなかった時の反省

が生まれる良い機会となりました。

5. 考察
多くの登録者が「来年の後輩に勧めたい」と回答

したところを見ると、魅力ある教材設計に成功した

と言えるのではないだろうか。強制された学習では

ないにも関わらず、ドリル実施率が高かったことは、

教材への興味の高さの表れと取ることができる。そ

の要因として、筆者が教授内容を熟知し（SME）、

インストラクター経験があり、どんな所で MR が躓

くかを理解していたこと、また、大学院で ID 理論

を学んだ事で学習者の動機づけに着目した教材設計

が可能となった事が考えられる（インストラクター

の経験はあるが、教育理論や手法に関して過去に学

んだことはなかった）。また、メールや e ラーニング

システムを活用すると、どうしても機械的な応対に

なりがちなので、応援メッセージや問題の解説文で

は、なるべく人間的側面を感じさせる言葉使いを意

識した事も、学習者の満足度をあげた要因だったと

考える。

今後、このモバイルによる動機づけと企業内で実

施される教育カリキュラムとの連携について更に検

討を続ける予定である。

また、今回の研究で、企業内教育担当者（SME）

が ID 理論を学ぶことで学習効果を上げる仕組みを

構築できる可能性が高いという事も示唆されたので

はないだろうか。

参考文献
(1) 鈴木克明（2005）：“『魅力ある教材』設計・開発の枠

組みについて－ARCS 動機づけモデルを中心に－”，

教育メディア研究 1(1) 1995 50-61

(2) http://www.pitagorakun.com/


