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1. はじめに 
本研究は、義務を表す英語法助動詞 must（以下単に must と表記）が使われやすい言語環境、換言するなら

ば、根源的 must を使う際の母語話者の言語知識の一端(cf. Taylor 2012)に迫る一環で着手したものである。そ

の言語環境の 1 つに I must say という表現を位置づけたい。 

Corpus of Contemporary American English (COCA)で次の 2 つの簡単な調査を行った。第 1 に、I must（全 12428

例）に後続する動詞の頻度を調べた（I must _v*で 2018 年 11 月 7 日に検索）ところ、say（2220 例）が最多で

あった。第 2 に、must say（全 2368 例）の主語になりやすいものを調べた（_p* must say で 2018 年 11 月 24 日

に検索）ところ、圧倒的多数が I（2202 例）であった。このことから、I must と say、及び I と must say の結び

つきが強く、構文(Langacker 2009: 2 など)として定着していることが示唆される。 

 さて、この I must say は字義通りの解釈（言わねばならない）を表すのみならず評言節（Quirk et al. 1985: 1112-

1115; Brinton 2008; 秋元（編）2010 など）としても用いられ、意見を強調するという話し手の心的態度を表す。

しかし筆者の見る限り、評言節 I must say に焦点を当てた先行研究は非常に少ない。そこで本研究は、評言節

I must say に関し、①生起位置（文頭、文中、文尾）から見た用法、及び②構文（変）化研究(Traugott and Trousdale 

2013)から見た評言節の成立過程、に関する予備的考察の結果を提示する。 

 
2. 先行研究：評言節と I must say の記述 
まず、評言節の定義は Brinton (2008)に従う。即ち評言節は「節的な語用論標識」(ibid.: 1-2)であり、語用論

標識は「挿入句的に用いられ、指示的な意味は薄いか無く、語用論・手続き上の目的を果たす」（ibid.: 1）。 

 次に、評言節 I must say は複数の辞書で記述されているが、管見の限り最も詳細に記述しているのは内田 

(2009: 475-476)である。本研究の議論に関わる内田の記述は大きく 3 つにまとめられる。第 1 に、「言いたくは

ないが、黙っているわけにはいかないという状況で発言される。ときに、発言内容を認めたくないが（仕方な

く）認めるという話し手の態度が示される」。第 2 に、「特に賞賛するときに用い、本心からそう思っているの

で言わずにいられないという意味が込められる」。第 3 に、「文頭・文中・文尾で用いられる」。第 1、第 2 の機

能の具体例を以下に載せる（ibid.: 475-476. イタリックは原著）。 

(1) a. It’s not the most exciting novel I’ve ever read, I must say, but it wasn’t too bad. 

 b. I must say, this is the best damn sandwich I’ve ever eaten. 

 
3. 本研究のデータ 
 本研究は COCA と Corpus of Historical American English (COHA)からデータを収集した（前者は 2000 年～2015

年、後者は 1810 年代～1890 年代）。まず、両コーパスで I must say を検索し、その後①評言節であるもの（2

節参照）、②評言節か主節かあいまいなもの、そして③評言節でない（明らかに主節として用いられている）

ものの 3 つに分類した。①の具体例は(1a)、②の具体例は(1b)、③の具体例は(2)である。 

(2) So, I must say that I was intellectually ready for it.  （COCA, 2015, Spoken. 以下イタリックは筆者） 

分類結果は次の通り。COHA（①120 例(12.7%)、②330 例(35.0%)、③494 例(52.3%)）、COCA（①201 例(21.0%)、

②501 例(52.3%)、③256 例(26.7%)。本研究の分析対象は①と②である。 

 

4. 評言節 I must say の生起位置と（談話）機能 

 ここでは、評言節 I must say の生起位置（文頭・文尾・文中）から見た談話機能を提示する（なお、生起位

置に関わらず内田 (2009)が指摘した機能は観察されている）。 

 文頭の I must say には、「これから強調したいことを言う」というように、聞き手の注意を（主節の内容に向

けて）喚起する機能」も持つと考えられる（Beeching and Detges 2014 における左の周辺部が持つ傾向にある「注

意喚起」機能も参照）。例えば(3)では、50 Shades of Grey という映画を話題に出した後に I must say と述べるこ

とで、その映画について重要なことを述べると予告していると考えられる（ここでの内容は言いづらいことで

もあり、結果として I must say は softener としても機能している可能性がある）。 



(3) “I was 39 and she was 46. She discovered I had an affair. We had a 50 Shades of Grey type of relationship. I  

must say, the movie is disappointing.” (COCA, 2015, Magazine) 

 次に、文尾の I must say について。英語母語話者のコメントによると、文尾の I must say(4b)は文頭のそれ(4a)

よりも強調のニュアンスが少し弱まり、付け足し(afterthought)の形で言っていると感じられる。 

(4) a. I must say, the movie is disappointing. （(3)の一部） 

 b. The movie is disappointing, I must say. （(4a)に基づく作例） 

 最後に、文中の I must say の用法をよく見ると、節全体ではなく節の一部の要素のみを作用域にしている例

が散見される。例えば(5)の I must say は副詞句 quite productively のみを強調していると思われる。 

(5) Within that we have been working with them -- quite productively, I must say -- in precisely identifying where  

this kind of money can actually make a difference. (COCA, 2000, News) 

 

5. 評言節 I must say への構文（変）化 
 Traugott and Trousdale (2013)の構文（変）化理論によると、構文は形式と意味のペアであり、形式と意味の両

方が変化することを「構文化」、その構文化の前または後に、構文の一要素（形式、意味、分布など）が変化

することを「構文変化」と呼ぶ。以下、この枠組みから評言節 I must say への変化の具体的な様子を検討する。 

 まず、I must say には次のような構文化が起こったと想定する(cf. Brinton 2008: 246-251)。 

(6) [F(orm): 主節] – [M(eaning): 私は～と言わねばならない] → [F: 評言節（挿入的）] – [M: 強調] 

次に、この構文化の前の構文変化は 2 つ見られる。第 1 に、I must say の that 補部節からの自立性の増大であ

る。具体的には that が省略された事例(1b)の増加と、I must say と that 節が分離する例(7)の散見が挙げられる。 

(7)  I must say, nevertheless, that I was both surprised and a little indignant (COHA, 1835, Fiction) 

そして that 節のないあいまいな事例(1b)の頻度が増し、補部節の統語的自立性も増し、文中・文尾にも生起で

きるようになった。なお、COHA では評言節でない事例が評言節及びあいまいな事例の頻度を上回ったが、

COCA ではその関係が逆転する。第 2 に、字義通りの意味から強調の意味への変化である（この変化は「内容

的な意味から手続き的な意味へ」(Traugott and Dasher 2002: 40. Figure 1.4)に相当）。「X を言わねばならないと思

う理由の 1 つは、その X を強調したいから」という推論が誘発され、その推論が意味化したと思われる。 

 次に、構文化の後の構文変化を 3 つ指摘したい。第 1 に、I must say の作用域の狭小化である。上掲の(5)で

強調されている副詞句 quite productively は、統語上、主節としての I must say の目的語になり得ない。第 2 に、

say の目的語補部が非平叙文である例が少数だが観察される。(8)は疑問文の内容を強調していると思われる。 

(8) Well, I must say, have you ever called in sick when it was bogus? (COCA, 2013, Spoken) 

引用符があれば主節としての I must say の目的語と言えるが、(8)ではそうなっていない。そのためこの疑問文

が主節としての I must say の目的語とは考えにくい。第 3 に、評言節 I must say の単体での生起である。(9)の I 

must say は単体で生起しているが、恐らく、「本当に」「全く」や Actually と似た意味を表すと思われる。筆者

の見る限り、I must say が単体で生起した例に、字義通りに解釈すべきものはなく、全て評言節であった。 

(9) I do kind of feel that in a way. I must say. (COCA, 2002, Spoken) 

以上 3つの現象は主節としての I must sayには見られず、評言節への構文化後の構文変化と考えるべきだろう。 

 

6. 終わりに 
 以上、本研究は評言節 I must say の予備的調査を①生起位置から見た機能、②主節から評言節への構文（変）

化のメカニズムの点から行った。今後は、データの収集を継続して本研究の考察の妥当性の検証を続けるとと

もに、評言節 I must say の談話機能を Beeching and Detges (2014)の周辺部研究の枠組みからさらに考察したい。 
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