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１． はじめに 

先行研究では、例えば、(1)に示すように、挿入節の I don’t {think/believe}は、主文が否定文で、か

つ否定要素が前置されている場合にのみ生起可能であるとされている（詳しくは第 2 節を参照のこ

と）。 

 

(1) I don’t think には先に述べた条件－文否定の読みを持つ文とのみ共起するのに加えて，否定要素

との位置関係に基づいてもう１つの制約を課す必要がある。すなわち，コメント表現の挿入節 I 

don’t think を挿入した文が許容されるためには，主文が文否定の読みを持つと同時に，否定要素

が I don’t think に先行していなければならないのである。               （安井（編）1987: 661） 

 

しかしながら、大規模コーパスを検索すると、その規定に該当しない実例（I don’t {think/believe}

が文中挿入節として肯定文に使われている実例）が多数検出される（詳しくは第 3 節を参照のこ

と）。 

本稿の目的は、本稿で明らかにする I don’t {think/believe}の機能を考慮した場合、上記の規定に該

当しない実例の出現がごく自然に説明できること、さらには、肯定文  (p) の文末に I don’t 

{think/believe}が生起する文にアイロニーの効果が生じる理由についても合理的な説明が可能であ

ることを主張することである（したがって、表題中の‘p, I don’t think.’は、挿入節の I don’t 

{think/believe}が文中に生起する場合と文末に生起する場合を念頭に置いた表記であることに注意

されたい）。 

本稿の構成は以下のとおりである。第 2 節では、関連する先行研究を概観する。第 3 節では、大

規模コーパスの KWIC 検索を通して、肯定文の文中に挿入節 I don’t {think/believe}が生起する場合

の統語的特徴（および意味解釈上の制約）を明らかにする。第 4 節では、認知言語学的考察を通し

て、I don’t {think/believe}の機能を明らかにする。第 5 節では、肯定文 (p) の文末に挿入節の I don’t 

think が生起する文に、アイロニーの効果（読み）が生じる理由を明らかにする。第 6 節はまとめで

ある。 

 

２．先行研究 

先行研究では、[A]（の文法性判断）を根拠にして、I don’t {think/believe}中の否定辞 not の由来を

[B]のように説明している。 

 

(2) [A] John didn't leave, I don't think.  

*John left, I don't think.  



John didn't, I don't think, leave.  

*John, I don't think, didn't leave.  

[B] Note that negation must be signalled in the (surface) matrix before it can be echoed in the parenthetical 

(since parenthetical material, including sentence adverbials, may weaken or modify, but not reverse, 

the force of the sentence in which they are intercalated). In the classic NR sentence, a negative 

apparently applying to a predicate like think which is transparent to its negative force may be "kept on 

hold," as it were, by a processor of the sentence, until the clause with which it is semantically associated. 

(Horn 1978: 209) 

 

(3) (A) 112a のような文では，否定が挿入文にあらわれうる（112 は Hooper (1975, p. 107)より）。 

(112) a. The door isn’t closed, I don’t think. 

b. *The door is closed, I don’t think. 

(B) 112a の挿入文の not には，実質的な否定の意味はなく，いわば前の文の否定が惰性で繰り返

されたと見なしても良いようなものである。                           （太田 1980: 544） 

 

(4) [A] (45) a. John is not at home at the moment, I don’t think. 

          b. John is not at home, I don’t think, at the moment. 

          c. John is not, I don’t think, at home at the moment. 

(49) *John is at home at the moment, I don’t imagine/believe/suppose/reckon.  

(50) a. *John is, I don’t think, not at home at the moment. 

b. *John, I don’t think, is not at home at the moment. 

c. *I don’t think, John is not at home at the moment. 

[B] (45a-c)のような文では，形式的には，弱断定的述語が not によって否定されているにもかか

わらず，挿入文で使われている。注意すべき点は，この not には実質的な否定の意味はなく，

先行する主文の否定が，いわば惰性で繰り返されているということである。（岡田 1985: 195） 

 

(5) [A] John isn’t here, I don’t think. 

      John isn’t here, I think 

*John is here, I don’t think. 

[B] I think と同義の I don’t think に関しておおまかな見通しをつけるとすれば，それは，主節に

おいて否定を主張するという心理状態にある話者が、コメント表現にも余剰的にそれを持ち

込んだものと考えられる。                                      （安井（編）1987: 659） 

 

(6) [A]主文が否定文にある場合には，否定辞繰り上げ (NEG-Raising) を許す述語 (believe, suppose, 

etc.) は，否定辞を含む挿入節として現れることができる：Harry can’t drive, I don’t suppose.（ハ

リーは車の運転ができないだろう）/ You aren’t serious, I don’t think.（君は真剣じゃないね）． 

[B]しかし，この場合も，挿入節自体は，否定辞を含んでいるにもかかわらず，意味上は肯定的



であり，その否定辞は主節からのコピーに過ぎず，独立の否定の意味を持っているのではな

い．                                                    （荒木・安井(編) 1992: 986） 

 

 次節では、挿入節 I don’t {think/believe}中の否定辞 not の由来に関して、(2)[B]－(6)[B]のような捉

え方では、大規模コーパス検索で得られた実例（の出現）を説明できないことを明らかにする。 

 

３．肯定文と共起する文中挿入節 I don’t {think/believe}の生起環境 

 本節では、インターネット上で公開されている CNN Transcripts をパソコンに取り込んで自主作

成した CNN Transcripts Corpus と Corpus of Contemporary American English を検索した結果を示す。 

 本格的な検索の前に、文字列検索ソフトの AntConc を用いてパイロット検索をしたところ、肯定

文と共起する文中挿入節 I don’t {think/believe}は述語動詞の直前にのみ生起することが観察された

ため、「I don’t think 〇」および「I don’t believe 〇」（〇には、be 動詞の活用形、have 動詞の活用形

が入る）の文字列で検索をしたところ、表 1 に示す結果が得られた（表の縦の項目は主語に相当す

る表現である）。 

 

表１: CNN Transcripts Corpus 

 is are was were have has had 

NP 78/4* 13/3 11/1 3/1 4/0 12/0 2/0 

To infinitive 9/0       

Gerund 8/0 1/0    1/0  

Whether S V 5/0     1/0  

What S V 2/0       

Because S V 1/0       

*(I don’t think 〇の実例数/ I don’t believe 〇の実例数)  

 

(7)【Noun phrase】 

a. WALTERS: Eddie Murphy, who started at 19, had never done drugs, had never – never drunk, never 

been a drunker, never smoked, I don’t think, had a very strong and happy childhood, unlike most 

comedians. Unlike many comedians.                             (Larry King Live, 2007/02/22) 

b. BLIZER: Well, given the nature of that three-pronged mission, as you describe it, 150,000 troops, I don’t 

believe, are necessarily enough. If you had 150,000 or 200,000 Iraqi troops who were ready for that kind 

of mission it might be enough, but by all accounts the Iraqis are not yet up to speed. 

 (Late Edition, 2004/12/26) 

 

(8)【(For O) to infinitive】 

WEBER: And for the government to try to dictate one course of parenting as opposed to another, I don’t 



think is a good idea and I don’t think is a necessary idea.               (Talkback Live, 1999/05/24) 

 

(9)【Gerund】  

JEAN-CLAUDE: So by putting a filter out there and expecting that it’s going keep all of the pornography 

or all the distasteful information from your children, I don’t think is really a good answer and then so I 

would agree with the education process.                             (Talkback Live, 2000/10/20) 

 

(10)【Whether clause】 

BATH: Whether someone needs to go to jail or not, I don’t think is the big question.  

(The Point, 2002/03/27) 

(11)【What clause】 

KASICH: What George Bush may have done 20 years ago, I don’t think is relevant to today. 

(Late Edition, 1999/08/15) 

 

(12)【Because clause】 

MCCAIN: Just because someone is under investigation I don’t think is a reason for that so no I wouldn’t 

agree with that.                                               (Larry King Live, 2005/11/03) 

 

 上記に列挙した実例からも分かるように、挿入節 I don’t {think/believe}が肯定文の文中に用いら

れる場合には、述語動詞の直前にのみ生起するという生起制限がある。また、意味的には、「否定辞

繰り上げ」の解釈が義務的であるという特徴もある。後者に関しては、（外見上の）肯定文に NPI

（否定極性項目）の生起が見られるという統語的根拠もある。 

 

(13)【NPI】 

a. BERKOW: The skin color, Rock, I don’t think has anything to do with it.     (Crossfire, 1997/06/30) 

b. GLASSMAN: This merger, I don’t think has any effort on that at all.        (Crossfire, 1998/05/11) 

c. BAILEY: …these leaks from defense camp I don’t believe are leaks at all.  (Late Edition, 1998/08/16) 

 

 表２は、Corpus of Contemporary American English [genre SPOK] を対象にして、挿入節を I don’t 

think、直後の述語動詞を is に限って検索した結果である。 

 

表２: Corpus of Contemporary American English (COCA) [genre SPOK] 

NP (,) I don’t think (,) is … 49 Whether S V (,) I don’t think (,) is … 2 

To infinitive (,) I don’t think (,) is … 8 What S V (,) I don’t think (,) is … 2 

Gerund (,) I don’t think (,) is … 11 Because S V (,) I don’t think (,) is … 1 

 

(14)【Noun phrase】 



TED-OSIUS: The idea that jobs will be sucked out of the United States and will go to Vietnam, I don’t 

think is correct.                                               (PBS News Hour, 2016/05/20) 

 

(15)【To infinitive】 

DURBIN: And to say “she stuck to her story” I don’t think is accurate. She stuck to the story that was 

given her by our intelligence agencies a very short time after this incident occurred.  (CBS, 2012/11/18) 

 

(16)【Gerund】 

MORIARTY: Police say all three men fully cooperated and were eliminated as suspects after they took 

and passed polygraphs, something Cal Harris refused to do. 

Mr. EASTON: He had cooperated with them. He had given them numerous statements, allowed them to 

search his house. Once you assert your right to counsel, not participating to a polygraph test, I don’t think 

is evidence of any guilt at all.                                      (CBS 48 hours, 2007/11/10) 

 

(17)【Whether clause】 

MYERS: Whether the story in yesterday’s New York Times that sort of set off this round of discussions 

was a way with the president’s approval of testing these different approaches, or whether it was his aides 

urging him to do one thing or another I don’t think is clear.              (NBC TodaySat, 1998/08/15) 

 

(18)【What clause】 

JEFF-WILLIAMS: And so what has been the norm in the past I don’t think is going to be the norm in the 

future.                                              (Talk of the Nation Science, 2013/01/25) 

 

(19)【Because clause】 

MARIA-CARDONA: … And because it was his beloved son’s last dying wish, I don’t think is enough. 

(THIS WEEK, 2015/09/13) 

 

表３は、Corpus of Contemporary American English [genre SPOK] を対象にして、挿入節を I don’t 

believe、直後の述語動詞を be 動詞・have 動詞の活用形に限って検索した結果である。 

 

表３: Corpus of Contemporary American English (COCA) [genre SPOK] 

 is are was has 

NP (,) I don’t believe (,) ＿ … 2 1  4 

To infinitive (,) I don’t believe (,) ＿ … 1  1  

 

(20)【Noun phrase】 

JEB-BUSH: Donald Trump, I don't believe is going to be the party's nominee. And if he is, he's going to 



get crushed by Hillary Clinton.                                    (CNN New Day 2016/01/04) 

 

(21)【To infinitive】 

THOMAS: To turn around and sentence him for that amount of time based on her verdict, I don't 

believe was fair at all.                                           (CBS 48 hours, 2016/11/19) 

 

上記の膨大な実例に対して、(2)[B]－(6)[B]のような考え方を適用することはできない。というの

も、主文に否定辞 not が生起していないからである。 

 

４．I don’t {think/believe}の機能 

 では、挿入節として用いられる I don’t {think/believe}の機能とはどのようなものであろうか？本

節では、Langacker (2004)で提案された Epistemic Control Cycle モデルを援用して、その問いに答え

ることとする。 

 Langacker (2004)では、下図の Epistemic Control Cycle モデルを用いることで、命題に対する概念

化者のスタンス（心的態度）を説明することができるとされている。 

 

 

C= conceptualizer  P= proposition  D= epistemic dominion 

Figure 1: Epistemic Control Cycle (Langacker 2004:542) 

 

第３節において、実例中の I don’t {think/believe}は「否定辞繰り上げ」の解釈が義務的である旨

の指摘をしたが、Langacker (2004)では、「否定辞繰り上げ」現象は、複文における主節（の述語）

が inclination stage を表している場合にのみ見られる現象であるとされている。 

 

(22) … and an inclination stage, where the subject inclines toward a positive or negative judgment without 

yet being able to definitely resolve the matter.                           (Langacker (2004: 539)) 

 

(23) Sumnicht (2001) argues persuasively that negative raising is only found with the inclination 

stage, where the matter is still at issue.                            (Langacker (2004: 541))  

 



 Langacker (2009)では、think, believe, etc.は inclination (tentative positive judgment)を表示し、 

その否定形である don’t think, don’t believe, etc.は disinclination (tentative negative judgment)を表示す

るとして、前者を図２、後者を図３のように図示している。 

 

(24) Inclination: believe, think, suppose, imagine, suspect, figure, reckon, expect  

Disinclination: doubt, don’t {believe / think / suppose / imagine /…}     (Langacker (2009: 316)) 

 

                         

Figure 2: Inclination (Langacker (2009: 315))        Figure 3: Disinclination (Langacker (2009:315)) 

 

そして、(25)に示すように、【P に達していない】を【～P に達している】と解釈することで「否

定辞繰り上げ」現象が説明できると主張している。 

 

(25) (21) a. I don’t {believe / think / suppose /…} she can trust him.  

b. I {believe / think / suppose /…} she can’t trust him. 

…To account for the rough equivalence of (21)a–b, all we need say is that the negation in (21)a 

affects the polarity of the inclination, changing it from (positive) inclination (capture) to 

disinclination (avoidance). That is, it affects the direction of C1’s mental projection of RC1, the 

result being that it does not reach P (the case of inclination) but instead reaches its alternative 

(~P). On that interpretation (21)a is “logically” equivalent to (21)b, which specifies a positive 

inclination toward ~P. The expressions represent alternate ways of construing (i.e. conceiving 

and portraying) the same situation.                                  (Langacker (2009: 317)) 

 

 他方、Mori (2009)では、認識論的コントロールサイクルに基づく心理的な距離スケール（図４）にお

けるプロファイルシフト(p.s.)（図７、図８）－〈話者（C0）による文主語 (C1) と命題 (p/￢p) との間の

心理的距離スケール（図 1）上における C1 と p との間の距離の認識（p からの遠さ）から C1 と￢p との間

の距離の認識（￢p への近さ）への転換〉－が「否定辞繰り上げ」現象の認知的基盤であることが主張

されている。 

 

Figure 4: Propositional Attitude and Psychological Distance (Mori (2009: 118)) 



           

Figure 5: C1’s Inclination toward p            Figure 6: C1’s Disinclination toward p 

(Mori (2009: 119))                               (Mori (2009: 119)) 

 

  ⇒⇒⇒   

Figure 7: Profile Shift on Psychological Distance Scale (Mori (2009: 120)) 

 

 そして、特に、主節が 1 人称単数主語単純現在の I don’t {think/believe}の場合には、頻度効果(Bybee 

and Scheibman 1999)と Resubjectification（再主体化）による D モード認知（中村 2004）から I モード

認知（中村 2004）への認知モード変換を契機として、統語的には『節』である構造が、そのまとまりで『【￢

p への inclination を表す】epistemic marker (e.m.)』に機能変化した（図９）と主張されている。 

 

         

Figure 8: C1’s Inclination toward ￢p (via p. s.)    Figure 9: C0’s Inclination toward ￢p (e. m.) 

(Mori (2009: 120))                              (Mori (2009: 132)) 

 

I don’t {think/believe}をそのまとまりで、『【￢p への inclination を表す】epistemic marker であると

考えると、文頭（いわゆる主節の位置）以外に、文中や文末にも生起可能であることの説明がつく

とともに、挿入節 I don’t {think/believe}が、否定文と強い親和性を示す（否定文との共起が一般的で

ある）ことの説明もつく。 

 では、どのような理由で挿入節 I don’t {think/believe}が肯定文の文中に生起可能となるのである

か？ここで注目したいのが、挿入節 I don’t {think/believe}は述語動詞の直前に（見方を変えれば、主

語の直後に）のみ生起可能であるという点である。このことと、図９の破線四角内が「presence of 



modal による inclination 表示」(Langacker (2004: 545) に酷似しているということを勘案すると、話

者は、I don’t {think/believe}を、助動詞（例えば、{may/must} not）のような「感覚」で使用している

と推測することができる。 

 

(26) ECKEL: First of all, the North Dakota seat is going to Republicans right now. We know that 

for sure. In Connecticut, Obama is going to win Connecticut by a large margin. McMahon I 

don't think has a chance to win that seat.                     (FNC The Five 2012/10/19) 

（意味解釈）  McMahon [I don’t think ⇒ may not] has a chance to win the seat. 

               ⇒McMahon may not have a chance to win the seat. 

 

(27) JEB-BUSH: Donald Trump, I don't believe is going to be the party's nominee. And if he is, 

he's going to get crushed by Hillary Clinton.                 (CNN New Day 2016/01/04) 

    （意味解釈）  Donald Trump [I don’t believe ⇒ must not] is going to be the party’s nominee. 

                ⇒Donald Trump must not be going to be the party’s nominee. 

 

 また、別の考え方として、(26)(27)の下線部を（McMahon, Donald Trump を reference point とし、I 

don’t {think/believe}以下を target とする）話題化構文とみなして、下記のように解釈することで、I 

don’t {think/believe}を挿入節ととらない見方も可能かもしれない。しかしながら、Rodman (1974)で

は、話題化構文の特徴として、主語を話題化することはできないと述べられており、この考え方の

妥当性に関してはさらなる検証が必要である。 

 

(28) McMahon1 I don’t think (t1) has a chance to win the seat. 

(29) Donald Trump2, I don’t believe (t2) is going to be the party’s nominee. 

 

ところで、(30)(31)では、文中挿入節 I don’t think の主文に not が生じているが、コンテクストを

考えると、この not は余計である。しかし、挿入節 I don’t think に付与されている『￢p（否定命題）

への inclination』が喚起する「否定命題に対する心的態度の表明」の意識が主文に浸透した(seep into)

ことによって not という語彙の形で出現した Leakage 現象(Langacker 2004)の一例（したがって、主

文の not には実質的な否定の効力はなくいわゆる「虚辞」として扱われる）であると考えると、その出

現に合理的な説明を与えることができる。こうした実例は、I don’t think が『￢p（否定命題）への

inclination』を示す epistemic marker であることを支持する証拠となっていると言えよう。 

 

(30) So while – what I’m about to say is not terribly popular in some respects because it’s not flashy, being 

prudent is probably preferable to just plunging into a problem which we neither fully understand, nor 

which we are capable of getting a complete control over. That I don’t think is not a solution to what maybe 

insoluble from our point of view, but which is nonetheless a less dangerous alternative than one setting 

the whole region on fire.                                      (Talk of the Nation, 2013/01/16) 



(31) Beijing called for emergency talks with North Korea, the United States, Japan, South Korea and Russia, 

participants in the six-party nuclear talks, which have been suspended indefinitely. “The United States 

and a host of others, I don't think, are not interested in stabilizing the region through a series of P.R. 

activities,” said Robert Gibbs.                                   (New York Times, 2010/11/30) 

 

５．‘p, I don’t think.’にアイロニカルな「読み」が生じるメカニズム 

 Quirk et al. (1986) では、肯定文の文末に挿入節の I don’t think を後続させることでアイロニー的

使用が示唆されると述べられている。 

 

(32) In informal use, I don’t think is attached to a positive sentence to indicate that the sentence is being used 

ironically:   That’s a MAsterpiece, I don’t think.                        (Quirk et al. 1986:1115) 

 

 Wilson (1990)では、(25a)の主文は帰属的文（エコー文）であり、I don’t think は、話者がその内容

に懐疑的・乖離的態度を示すために用いられると述べられている。 

 

(33) There is also a range of more or less colloquial dissociative expressions. Suppose Peter tells Mary that 

he's planning to enter the New York marathon, and she replies as in (25): 

(25) a. You're bound to win, I don't think. 

b. You're sure to win. Not. 

c. You're going to run the marathon, huh! 

Here, the addition of the italicised expressions makes it clear that the main clause is attributive, and that 

Mary's attitude is a sceptical or dissociative one.                              (Wilson 1999: 149) 

 

 大規模コーパスの検索では、下記の 1 例が検出された。 

 

(34) GUTFELD: That's a good point. You have changed my mind. You have changed my mind. Let's get Dana 

in this, because she has strong feelings toward cycling, I don't think.  

PERINO: I can barely reach the pedals.                             (FNC The Five 2013/01/18) 

 

吉村(2018)では、Sperber & Wilson (2012)の議論を基に、「アイロニーは不同意などの乖離的態度を

表すエコー的発話であると特徴づけることができる(p.109)」とされているが、例えば、(32)の That’s 

a masterpiece, (33)の You’re bound to win, (34)の she has strong feelings toward cycling を帰属的文とする

と、文末挿入節 I don’t think は『￢p への inclination』を表す epistemic marker であるため、文末挿

入節 I don’t think が生起するためには、話者の心的世界に当該帰属的文に最も関連性のある以下の否定

文が想起されていなければならない。 

 

(35) [That’s not a masterpiece] 



(36) [You’re not bound to win] 

(37) [She doesn’t have strong feelings toward cycling] 

 

 逆に言えば、￢p の想起が I don’t think を生起可能にしているということである（(38)を参照のこ

と）。 

 

(38) 生成のプロセス 

  ・話者の心的世界 

  【p（帰属的文 エコー）の想起】      【￢p（話者の本心）の想起】 

        ↓                                      ↓ 

     p（言語化）                 I don’t think（言語化） 

 

これを、当該表現を解釈する観点から捉え直してみると、以下のように説明される。解釈者は、

文末挿入節 I don’t think によって、話者の心的世界における￢p（「字句通りの反対の意味」）の存在

を想起し、話者が帰属的文（エコー）p に対して乖離的態度が最も顕著な状態である（Sperber & 

Wilson 2012）ことを認識する。この認識が、‘p, I don’t think.’にアイロニカルな「読み」を生じさせ

ているのである。 

 ここで注意すべき点は、I don’t think を共起させなくても、例えば、(32)の That’s a MAsterpiece

のように音調を変化させることで、アイロニカルな「読み」を生じさせることが可能になるにもか

かわらず、なぜ、敢えて、I don’t think を共起させるのかということである。さきほど、文末挿入

節の I don’t think は帰属的文（エコー）に対して「字句通りの反対の意味」を想起させる働きをす

ると述べたが、それと同時に、「字句通りの反対の意味」となる命題に対して、inclination (tentative 

positive judgment)という心的態度をも伝える働きをしていることから、I don’t think を共起させ

ることで、「緩やかな」乖離的態度の表明が可能になる。この「緩やかな」乖離的態度の表明によっ

て、対人関係を悪化させないことが、I don’t think を共起させる理由と考えられる。 

 

６．まとめ 

 先行研究では、挿入節の I don’t {think/believe}は否定文（しかも否定要素は挿入節に先行してい

なければならない）としか共起しないとされている（第 2 節）。しかし、大規模コーパスを検索す

ると、生起環境に制限がある（述語動詞の直前にのみ生起する）ものの、肯定文と共起する例が散

見された（第 3 節）。第 4 節では、認知言語的方法を用いて、（挿入節の）I don’t {think/believe}は、

『￢p への inclination』を表す epistemic marker として機能することを明らかにし、肯定文にお

ける文中挿入節の I don’t {think/believe}は助動詞のような「感覚」で使用されている可能性がある

ことを指摘した（また、話題化構文としての解釈可能性にも言及した）。第 5 節では、肯定文の文

末に挿入節 I don’t think が共起する場合にアイロニカルな「読み」が生じるメカニズムを明らかに

するととともに、I don’t think の生起が「緩やかな」乖離的態度の表明に寄与していることを主張

した。 
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＜abstract＞ 

A Cognitive Linguistic Approach to the Occurrence of ‘p, I don’t think.’ 

 

Sadashi MORI 

(National Institute of Technology, Fukui College) 

 

First of all, it should be noted that ‘p, I don’t think.’ in the title refers not only to sentence-

final parenthetical constructions but also to mid-sentence parenthetical ones.  

In the previous studies, it has been claimed that the parentheticals such as I don’t think and 

I don’t believe cannot occur in positive sentences. However, as shown in (1) and (2), they can 

occur in positive sentences under the condition where they occur immediately in front of the 

main predicate. In these cases, the underlined sentences have a reading in which the negative 

in the parenthetical clause belongs to the main clause (i.e. the NEG-raising reading). 

 

(1) ECKEL: In Connecticut, Obama is going to win Connecticut by a large margin. McMahon I 

don't think has a chance to win that seat.                     (FNC The Five 2012/10/19) 

(2) JEB-BUSH: Donald Trump, I don't believe is going to be the party's nominee. And if he is, 

he's going to get crushed by Hillary Clinton.                 (CNN New Day 2016/01/04) 

 

  It is claimed that the parenthetical I don’t {think/believe} functions as a (parenthetical) epistemic 

marker indicating (positive) inclination toward ￢p, which is also conveyed by {may/must} not, on 

the basis of a cognitive linguistic analysis. From this and the above mentioned syntactic restriction, 

it is suggested that I don’t think in (1) and I don’t believe in (2) behave like may not and must not 

respectively as shown in (3) and (4): 

 

(3) McMahan may not have a chance to with that seat. 

(4) Donald Trump must not be going to be the party nominee. 

  

  On the other hand, it is well known that a positive sentence with sentence-final I don’t think, (i.e. 

‘p, I don’t think.’) can be used ironically (Quirk et al. (1986)), but the reason of it is not fully explained. 

Our explanation is as follows: As mentioned above, I don’t think is an epistemic marker indicating 

(positive) inclination toward ￢p. Thus, when the speaker expresses ‘p, I don’t think.’, there must be 

￢p in his mind, which makes the hearer interpret ‘p, I don’t think.’ as an ironic sentence. It is also 

argued that this I don’t think functions as mitigating the ironic force caused by the speaker’s 

dissociative attitude toward p because it conveys that the speaker just inclines toward ￢p. 

 

 


