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図１Ａ、島弧　および　Ｂ、古都市　の位置。

B

図２、奇習「ぶぶ漬けいかがどす」ダイアグラム。
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図３、ぶぶ漬け bubuzuke 図解。
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図４、“繰り返し「ぶぶ漬けいかがどす」ゲーム” における game tree。

player A = 客、player B = 主人。かっこ内の数値は順に、p = 客の利得、q = 主人の利得。
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方法と結果 Method & Results
　“繰り返し「ぶぶ漬けいかがどす」ゲーム” の game tree を作成

した（図４）。また、表１に利得 pay off マトリックスを示した。

　表１における通常（上段）のばあい、player A ＝客の利得は繰

り返し回数 n が増大しても変化はない。客のなかでは、「訪問宅

にいつづける快」と「まてどもまてどもぶぶ漬けが出てこない不

快」とが相殺されるからである。

　いっぽう player B ＝主人の利得は繰り返し回数 n が増大するに

つれ減少する。客がなかなか帰ってくれないため不快さは増すば

かりだからである。

　客にとっても主人にとっても最適な戦略、つまりナッシュ均衡 

Nash equilibrium（7, 8）となるのは、node A0 において「ぶぶ漬

けいかがどす」と主人にいわれる前に客が帰宅 Exit を選択したば

あいである。

議論 Discussion

　結果から疑問がひとつ生まれる。すなわち、この古都市におい

て主人は、利得がマイナス無限大となる繰り返しゲームをなぜつ

づけるのか、である。

　筆者らは過去の研究（9）において、当該古都市にはいけず 

ikezu といわれる特異的戦略が存在することを報告した。いけず

は意地悪 spite に似ているようだが、悪意がなく、積極的攻撃性

もない。だから相手に気づかれないことすらある。相手への効果

というよりは自問自答的ユーモアをたのしむ行動であるといえ

る。意地悪といけずのちがいを表２に示した。

　主人がいけずであるとき、表１下段にあるように、主人の利得

はプラスとなる。「ぶぶ漬けいかがどす」と客にいうことで快を

得るからである。このばあい、繰り返し回数 nが増大するほど主

人の利得も増大する。

結論 Conclusion

　“繰り返し「ぶぶ漬けいかがどす」ゲーム” の最終目的は、いけ

ず戦略をとった主人が無限大の快感を得ることである。
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表１、“繰り返し「ぶぶ漬けいかがどす」ゲーム” の利得マトリックス。
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表２、意地悪 spite といけず ikezu のちがい。
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島弧西部古都市において特異的にみられる奇習 “繰り返し「ぶぶ漬けい
かがどす」ゲーム” は戦略的行動か？　――解析およびその意義の検証

はじめに Introduction

　大陸東岸に位置する島弧の西部地域に千二百年の歴史をほこ

る古都市がある（図１）。当該地域には、その古さを反映してさ

まざまな特異的奇習がみられるが、近年になってようやく比較

文化的研究がなされはじめたところだ（1）。なかでもよく知ら

れたものが、つぎの奇習である（図２）：

　　１、客が主人の家をおとずれる。

　　２、客が長居する。

　　３、しびれをきらした主人は、「そろそろ帰ってほしい」の

　　　　意味で「ぶぶ漬けいかがどす」と、いう。

　　４、客は帰らない。

　　５、３と４が無限に繰り返される。
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