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Abstract 

 

It has long been said that it is an urgent issue for Japanese people to improve their speaking 

skills. Currently, a great number of studies have been conducted from diverse perspectives so as to 

discover more effective ways of learning English. As illustrated in previous studies, it is beneficial 

to learn English by paying attention to “chunks”. Oral sentence building (OSB) is a chunk-based 

speaking exercise, particularly intended to make progresses in grammatical accuracy including 

syntax. In fact, its learning effects are reported to some extent; however, much still remains 

unknown. Therefore, this paper tries to survey what OSB is, starting with a review of chunk-based 

learning, following with the comparison and contrast of shadowing and repeating or sentence 

repetition. Finally, it discusses OSB itself relating to working memory, ending with possible future 

issues regarding OSB. 

 

1. はじめに 

 

現在，英語学習法や改善策が様々な観点から提案されている。四技能の向上やそれらを支える単語

や文法の知識の拡充などがあり，個別の学習者や授業者が適宜それらを応用している。そういった中，

やはりいかなる学習者も効率的，効果的な方略を模索し，可能な限り短期間で英語を習得することを

望んでいる。 

では，英語使用の上級者はどのように英語を使っているのだろうか。例えば，Flowerdew and Miller

（2005）によれば，効果的な聞き手はより大きなチャンクに注目し，初学者など英語に不慣れな聞き

手はより単語レベルでの処理に焦点を当てる傾向がある。それは実際の話し言葉や書き言葉の大半が，
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語と語が結びついた形で使用されているからである。具体的には，話し言葉の58.6%が，書き言葉の

52.3%が2語以上の組み合わせで使われている（Erman & Warren, 2000）。 

チャンクの定義には様々なものがあるが，いずれにせよ，単語レベルの学習だけでは得られない効

果が報告されており，さらなる研究が期待される分野である。チャンクに注目した練習法はいくつか

挙げられるが，その中のひとつにオーラル・センテンス・ビルディング（口頭並べ替え，以降OSB）

がある。OSBに関する研究は多くなく，その練習効果も十分に分かっていない。本論では，今後OSB

の効果検証を進めるために，これまでの研究をレビューし，課題を提示する。 

 

2. チャンクを利用した練習法 

 

 チャンクという言葉の定義は，Weinert（1995）がほぼ同じ現象に対して複数の呼び名があると指摘

しているように，研究者や使用場面，文脈により多少異なることがある。Miller（1956）では，一度に

処理できる情報の単位であるとしている。一方で，足立（2009）では，日本の学校の教師はsense group

やthought groupごとに文を塊に分けることがあり，それらを学習チャンクと呼んでいるが，これらが

必ずしも一致するとは限らない。しかし，本稿で扱うOSBのチャンクは学習チャンクという考えに近

いことから，以後OSBに関わるチャンクとは学習チャンクのことを指すこととする。 

前述の通り，チャンクを利用した練習を継続的に実施すれば様々な効果が得られる。Hijikata（2005）

は1ヶ月間大学生を対象に実験を行った。①一節全体を読む，②ポーズなしでチャンク読みをする，③

チャンクごとにポーズをおいて読む，④文末にポーズをおいてチャンク読みをする，という4種類の読

み方を比較した結果，③チャンクごとにポーズをおいて読むことが最も読解力を向上させたと報告し

ている。 

また，内堀・中條（2004）は大学生に合計16.5時間授業を行った。各授業で文法説明をし，読解指

導をした。およそ2回に一度，5分間をリスニング練習に充てた。チャンクと関連すると思われる句構

造を授業の中で扱った。結果として，TOEICにおけるリーディングセクションとリスニングセクショ

ンの両方に有意な改善が見られたが，それぞれのセクションにおける伸び率も同程度であった。実際

にリスニング指導に割いた時間を考慮すると，その指導が直接結果に寄与したとは考えにくいと述べ

ている。これはおそらく句構造の指導を徹底したことでリスニング中にチャンクを認識することが以

前よりできるようになったことがスコアの上昇につながったのではないかと推測している。 

さらに，湯舟（2012）は大学生にオンライン教材を使用し4ヶ月間チャンクをベースとした音読と

シャドーイングを課したところ，チャンク単位での速音読訓練は読解速度と全体的読解能力を向上さ

せ，またチャンク単位でのシャドーイング訓練はリスニング力の改善に役立ったと報告している。 

三宅（2004）は大学生を対象に日本の英語学習者がどのように英語らしい表現を身につけるのかに

ついて調査を行った。具体的には，“What brought you to Japan?”などの無生物主語他動表現は構文やチ

ャンクとして学ぶ傾向にあるため，それらと生物主語が含まれる表現とでは英文を書いたときの正確

性にどのような違いがあるのかを比較した。その結果，チャンクで覚えた無生物主語他動表現のある

英文の方が，生物主語が含まれる英文よりも正確に表現されることが多かったと述べている。そのた

め，単語学習の際も単語単位で覚えるのではなく，チャンク単位やコロケーションとして覚えること

を提案している。 
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3．オーラル・センテンス・ビルディングとは 

 

 OSBとは，あらかじめ1文が3つのチャンクになるように分けられ，それらの順番が入れ替わったも

のを聞き，意味が通るように並べ替え，口頭で再生するスピーキング練習法である。表1はOSBの手順

である。また，表2のように5つのパターンが考えられる。チャンクの区切り方には傾向はあっても場

合によって異なったり，個人差が存在したりするため一定ではないが，既に述べたように，足立（2009）

にあるような学習チャンクを基本としている。 

 

表1 

OSBの流れ 

問題 to join us / would you like / for dinner 

ステップ1 to join usを聞き取る。 

ステップ2 約1秒後，would you likeを聞き取る。 

ステップ3 さらに約1秒後，for dinnerを聞き取る。 

ステップ4 
3 つのチャンクを意味が通るように並べ替え，“Would you like to join us for 

dinner?"という文を作り，口頭で答える。 

 

表2 

5種類のチャンクの並び方 

Type ACB (A) would you like / (C) for dinner / (B) to join us 

Type BAC (B) to join us / (A) would you like / (C) for dinner 

Type BCA (B) to join us / (C) for dinner / (A) would you like 

Type CAB (C) for dinner / (A) would you like / (B) to join us 

Type CBA (C) for dinner / (B) to join us / (A) would you like 

 

4. 自動化，処理水準とOSB 

4.1 自動化と処理水準 

 それでは，OSBを行っている際，どのような認知的な処理がなされているのだろうか。人は言葉を

話すとき，言いたいこと（メッセージ）と言葉（使用する単語や文法など）に対する注意とが認知資

源を奪い合う。特別な要因が含まれない会話，例えば友人とのやりとりでは，母語話者は言葉よりも

メッセージに注意を向け話しているが，学習者は熟達の度合いにもよるが，言葉にも少なからずの注

意を向ける必要がある。これにはいわゆる自動化が大きく関わっていると考えられる。自動化とは通

常，ほとんど意識をしなくとも入力情報を処理できる能力のことをいう。The Attention-Processing 

Modelでは，語彙や文法に関わる低次処理は学習を積み重ねることで自動化され，高次な認知処理に

注意を払うことができるようになると説明されている（McLaughlin, 1987）。 

 また記憶の観点からはどうか。ここでいう処理水準とは，単語や文などの入力された聴覚情報をど

の程度深く処理しているかを指す。Craik and Lockhart（1972）は処理水準説を唱え，意味的処理は音
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素的処理や構造的処理よりも処理の程度が深いと主張している。加えて，意味的・認知的な分析を要

求される刺激を与えられたときの方が，そうでないときよりもインプットが長く持続すると述べてい

る。これは意味的・認知的分析を伴うと多くの認知資源を使うからであると思われる。このような分

析は処理水準としては最も深いと言われており，精緻化（既存知識と新情報を関連付け，記憶に残り

やすいようにすること）が最大値に達することを示している。また，意味的符号化が長期記憶と結び

つきが強く，長期記憶内の意味ネットワークを用いるため，情報がより意味的に符号化されるほど記

憶に留まる可能性が高くなるという説明もされている（門田，2015）。 

 

4.2 シャドーイング，リピーティングとの比較 

OSBは，英語の音声を聞き口頭で再生するという点でシャドーイング（以降SH）とリピーティング

（以降RP）に似ている。 

 まず，OSBとはどのようなタイプのドリルなのであろうか。Paulston and Eruder（1976）は，機械的

ドリルと有意味ドリルを意味理解が伴っているかどうかで区別している。反応するまでに若干のポー

ズが置かれるRPでは，長く記憶するためには十分な意味的処理が必要である（Ota, 2010）。また，門

田（2007）によると，SHはオンライン活動であり，RPは入力情報を処理するための時間が与えられ

ているためオフライン活動であるようである。これはつまり，発話する前に考える時間があればある

ほど，より意味的に情報を処理している可能性があるということである。従って，OSB問題を正確に

解くにはチャンクを聞きとるごとにそれらを忘れないようにリハーサル（内語反復）することが肝要

であるが，同時に並べ替えることは非常に認知負荷の高い活動であるため，リハーサルを成功させる

ためには各チャンク情報を保持するための意味的処理をしていることがありうる。よって，OSBは与

えられた文を構造的にだけではなく意味的にも分析を行っている有意味ドリルの側面を持っており，

処理水準の深い練習であると言える。 

 ではOSBとSHやRPの効果の共通点，相違点はありそうか。様々な報告がなされているが，一例とし

て玉井（2005）では音に注意を払うプロソディー・シャドーイングとディクテーションのリスニング

テストにおける効果の違いを調べ，SHは中位群と下位群にディクテーションよりも有意に効果があっ

たとしている。このことはSHが音声知覚の自動化を促したと考えられる。さらに門田（2012）は語彙

チャンクや文法により焦点を当てるコンテンツ・シャドーイングは単語や文法を内在化させる働きが

あることを示唆している。一方，SHとRPの効果の違いを調査したShiki他（2010）によれば，RPは学

習した言語材料を脳の中に植え付ける，言い換えれば長期記憶に定着させる効果がある。これらのこ

とからOSBは，音声知覚の自動化よりもチャンクや文構造の内在化に効果があるのではないかと推測

できる。 

 

5. ワーキングメモリとOSB 

5.1 関連する記憶モデル 

 ここまでに議論したように，OSBはインプットを一時的に保持し操作することが求められることか

ら記憶の観点からそのメカニズムを考察したい。Atkinson and Shiffrin（1971）の記憶モデルでは，五

感から入力される情報は感覚記憶，短期記憶，長期記憶の3種類が提示されている。インプットを一時

的に記憶するという意味ではとりわけ短期記憶が関わっていると考えられる。耳からのインプットを
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感覚登録器で感覚記憶としてほんの一瞬だけ維持し，続いて特定の情報に注意を向けるいわゆる選択

的注意によって必要な情報（チャンク）だけを短期貯蔵庫に短期記憶として保持する。短期記憶内で

の情報保持可能時間については様々なことが言われているが，例えばPeterson and Peterson（1959）で

は約15秒程度であり，リハーサルなどをしなければ約90%の情報が消失すると言われている。 

 リハーサルには維持リハーサルと精緻化リハーサルがあるとされている。前者は名前や電話番号を

一時的に覚えておくために頭の中で繰り返すようなことであり，後者は名前を覚えるのにその人の特

徴やその他の情報（知識）と関連付けて覚えてようと反復するようなことである。前者は基本的に短

期記憶内のみで記憶活動が終始しているのに対し，後者は長期記憶も関わっている。特定の目的のな

いOSB練習では，恐らく維持リハーサルが強く関わっていると思われるが，門田（2007）が示唆する

ように，精緻化リハーサルが新情報を長期記憶に転送し，内在化することに貢献するのであれば，OSB

の実施方法や目的によっては例えば新出単語や文法の獲得に肯定的な影響を与えるかもしれない。 

 また，OSBが情報の保持だけではなく操作もしているため，Baddeley and Hitch（1974）に代表され

るワーキングメモリ（作業記憶や作動記憶，以降WM）にも触れたい。WMは電話番号を覚え（情報

の保持），忘れないようにリハーサルをし，電話をかける（情報の操作）ようなことである。OSBで

言えば，チャンク情報を覚え（情報の保持），忘れないようにリハーサルをし，並べ替え口頭で再生

する（情報の操作）といった具合である。SHやRPをWMの観点から考察している研究は多い。 

 図1が示すようにWMは4つのサブシステム（Central executive，Visuospatial sketchpad，Episodic buffer，

Phonological loop；それぞれ中央実行系，視空間スケッチパッド，エピソードバッファ，音韻ループ）

で構成されている（Baddeley, 2003）。その中で言語（Language）と特につながりのあるのは音韻ルー

プ（Phonological loop）である。 

 

 

図1 ワーキングメモリのモデル（Repovs & Baddeley, 2006） 
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5.2 音韻ループとOSB 

 音韻ループとは，インプットを処理するとき，言葉や図といった情報の種類に関わらず言葉で表す

ことができるものを一時的に保持し，長期記憶内の言語知識と相互作用するシステムのことである

（Baddeley, 2003）。音韻ループは情報を受動的に扱う音韻性短期ストアと情報を能動的に扱うサブボ

ーカル・リハーサル（構音リハーサルや内語反復などとも）という2つのシステムでできている。重要

なことに，音韻性短期ストアはリハーサルを行わなければ2秒程度しかインプットの保持時間が続かな

いということである。そういったインプットが消えないようにするために行われるのがサブボーカ

ル・リハーサルである（Baddeley，2002；門田，2007）。 

 このことをOSBに当てはめて考えてみる。表 1の例で言えば，まず“to join us”という音声情報をサ

ブボーカル・リハーサルにより言語として認知し，一時的に音韻性短期ストアで保持する。“to join us” 

という情報が忘却されないようにリハーサルをし続けながら，約 1秒後に次の“would you like”を同様

の流れで保持し続ける。さらに約 1 秒後，“for dinner”という情報を維持しつつ，3 つのチャンクを適

切な順番に並べ替え口頭で再生する。並べ替えのタイミングは学習者の熟達度や問題の難易度，表 2

にあるようにチャンクの順番などに影響されるであろう。 

続いて，Breath Groupの観点からも考えたい。Breath Groupとは，「ポーズによってその両端を仕切

られた音声の連続体であり，リズムやイントネーションといったプロソディーが具現化される単位」

（湯舟・田淵，2013，p. 24）である。彼らの研究によると，Breath Groupはチャンクに相当する単位で

あり，Breath Groupの長さが基本的に約2秒間であるため，チャンク毎（2±1秒毎）にポーズを置いた

音声を教材として使用することを勧めている。OSBの問題作成のときにも極めて重要な点であると思

われる。 

 また，Baddeley, Thomson, and Buchanan（1975）で指摘されている語長効果にも注目したい。この理

論によると，発音するのに長く時間がかかる単語ほど覚えにくかったり再生しにくかったりするよう

である。加えて，約2秒間で言える単語数が一度に覚えられる数であり，その人のメモリスパン（一度

に覚えられる記憶の量）であると言われている。このことから，約2秒間にどれだけ多くの語やチャン

クを正確かつ素早く言えるかがOSBにおいては鍵であると言える。 

  

5.3 メモリスパンとOSB 

 実際，一度に記憶できる量はどれほどなのだろうか。マジカルナンバー7±2で知られるMiller（1956）

ではその名のとおり，記憶できるアイテム数は7前後であると言われている。しかし，前述の「2秒」

ルールを考慮に入れると，発音に時間のかかる語が含まれるとその分だけ覚えられる数は減少する。

ただし，一般的にも語呂合わせをするなど何らかの方略によって覚えられる数は増加することは知ら

れている。当然，単語の場合はチャンク化することが挙げられる。一方で，Cowan（2000）は4チャン

クがWM内で自然に保持と処理ができる数であると主張している。この説では，処理の側面を重視し，

注意の焦点の中にある情報のみ処理するという考えを示している。 

 学習者は熟達度によってチャンクに対する理解や使い方に差があり，初学者などのあまり英語が得

意ではない学習者は効果的にWMを活用することができず，結果として単語レベルでの理解や発話に

留まってしまうと考えられる。そのため，OSBテストでも高いスコアを得ることができていないと思

われる（Shinozaki，2013）。 
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 いずれにせよ，スピーキング練習を繰り返し行うことで情報を処理する速度が上がり，大量の情報

をより小さな単位にまとめることができると言われているため（Verhaeghen，Cerella，& Basak，2004），

ここでも自動化を目指すことが大切であると言えよう。 

 以上のことを考えると，OSBの問題は3チャンクで作成することを基本としているが，一時記憶でき

る限界が約2秒以内で復唱できる範囲であり，4チャンクまでということからも妥当であろう。 

 

6. 先行研究 

 

 本節では，今後の研究課題を見出すために2つの調査を概観する。 

 

6.1 大学生等を対象とした実証研究（Shinozaki，2013） 

 OSBがスピーキング力にどのような影響を及ぼすのかを調査した研究である。国立大学の大学生17

人（1年生12人，2年生1人，3年生2人，4年生2人），同大学院生11人，中国人研究生 1人，科目等履修

生1人の計30人が研究協力者であった。事前テストと事後テストでは共通してOSBテストと絵描写テス

トが課された。両テストの間の期間には，協力者が自主的に最大30回のOSB練習（1回10問，様々な文

法が含まれている）に取り組んだ。 

OSBテストの伸び率とOSB練習に取り組んだ回数を元に相関分析を行った結果，完答で正解とした

採点の場合，やや相関（r = .366，df = 28，p = .046）が見られた。これは機能語（前置詞や冠詞など）

により注意を払えるようになったからではないかと考えられる。 

 また，絵描写テストでは，参加者は1分間で4コマ漫画を読み，1分間で描写するように指示された。

事前テストと事後テストの結果を比べると，一部の参加者については発話語数（総語数・異語数）が

増加したが，OSB練習の回数と発話総語数（r = -.130， df = 28， p = .492）または発話異語数（r = -.176，

df =28，p = .352）とに有意な相関は見られなかった。しかしながら，言い直しや中断などの非流暢性

に関するエラーは有意（r = -.402，df = 28，p = .028）に減少した。このことから発話時に正確で確実

な表現を選択できるようになったのではないかと思われる。 

 

6.2 中学生を対象としたアンケート調査（篠崎，2014） 

 当研究は学習者自身がOSBを一定回数こなしたあと，実感として英語力にどのような効果があった

のかをアンケート形式で調査したものである。国立大学附属中学校1年生（154人）が8回のOSB練習に

取り組み，最後に「OSBは自身にどのような効果をもたらしたか」という問いに自由記述式で回答し

た。練習内容としては，新出文法ごとにOSB問題（1回8問）を作成し，ペア練習のあと，クラス全体

で行い，最後に発音やプロソディーに着目させ正解文を復唱させた。 

 回答は4技能を含む英語全般的なことから単語や文法に関してまで多岐にわたった。これらをまとめ，

OSBの効果には，「文を一単語ごとに捉えることが減り，かたまり（＝チャンク）で理解できるよう

になるため，その結果，リスニング時の理解速度を上げ，また文を構築する速度が向上したことで，

スピーキングやライティング時にも肯定的な影響を与える」（p. 51, p. 52）可能性があるのではないか

ということを報告している。 
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7. 今後の課題 

 

 OSBの効果はまだ確証が得られるほど研究が進んでいない。最後に，今後調査すべき事柄を以下に

列挙し，本稿を締めくくる。 

 

 問題作成に際して，チャンクの区切り方をどのようにするか 

 問題の再生速度を変えることで学習結果にどのような差が生じるか 

 学習者の熟達度によって得られる効果は異なるのか 

 語彙習得には効果的か 

 どのような文法項目の習得や改善に効果的か 

 OSBと紙ベースのドリル学習（特に整序問題）の文法習得に対する効果の違いはどれほどか 

 音声知覚の自動化に効果はあるのか 

 中学校や高等学校の授業で行う場合の方法やタイミングはどうか 
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