
５Ｍ、２／１ＧＦ（９９）

第二部 システムの周辺

１－基本



１－基本

５Ｍ、２／１ＧＦ（９９）

第二部 システムの周辺

目次

第１課 ウィーク２オープン Ｐ１～Ｐ４

（＊） オーガストレスポンス Ｐ３

第２課 ストロング２Ｃ、２Ｄオープン Ｐ５～Ｐ８

（＊） スーパーネガティブ２Ｈレスポンス Ｐ６

（＊） 関西版ストロング２Ｄオープン Ｐ７

第３課 インバーティドマイナーレイズ Ｐ９～Ｐ12

第４課 チェックバックステイマン（基本） Ｐ13～Ｐ17

（＊）１Ｎリビッドまでのアグリーメント Ｐ13～Ｐ14

（＊）色々なチェックバックステイマン Ｐ18

第５課 パストハンドビッディング Ｐ19～Ｐ21

第６課 ドゥルーリ２Ｃコンベンション Ｐ22～Ｐ24

第７課 リバースビッド Ｐ25～Ｐ28

（＊）ストラクチャードリバース Ｐ27

００／４／０５

コピーして配布することは、大いに歓迎です。（注意）

５３２－００１１

大阪市 淀川区 西中島 １－１３－２３、赤羽ハイツ３０３ 花山 武志

（ 、Ｆaｘ） ０６－６８８６－１１５４5

（Ｅ－mail ） aan74050@syd.odn.ne.jp



- 1 -

１－基本

99-2-1-1

第１課 ウィーク２オープン

１：ウィーク２オープンのポイント

（１）ハンドの条件

（１） 、 のスート。５－１０ＨＣＰ 内容の良い６枚

（２）ＨＣＰが、メインスートに集中していること。

（３）枚数は普通６枚。 ７枚ある時は、原則として３の代でオープンする。

（４）４枚以上のサイドスートは無いのが望ましい。 特にもう一方のメジャー。

（５）サイドにボイドは、持って無いのが望ましい。

規則で、４点以下、または４枚以下のスートでウィーク２オープンすると、自動的にペナル「＊」

ティが課せられますから注意が必要です。

（２）ポジション

１番手では：プリエンプティブ狙いだが、コンストラクティブの意味も大いにあり。

２番手では：ＲＨＯが既にパストハンドですから、 。コンストラクティブ

３番手では：パートナーがパストハンドですから、 。極めてプリエンプティブ。 積極的で大胆に

４番手では：プリエンプティブの必要は無し。 パートスコア狙いのオープン。

（３）バルネラビリティ

ＷＥバル ＞ ボスバル ＞ ノンバル ＞ ＴＨＥＹバル健全度が高いのは、

従って、セカンドハンドのＷＥバルでのウィーク２オープンは、非常に健全で、健康的なハンドを

してて然るべきです。 一方、ＴＨＥＹバルのサードハンドのウィーク２は、何が出てきても驚いて

はいけません。 プリエンプティブする場合はバルネラビリティとポジションに気を配りましょう。

（４）しつけ（プリエンプティブのスタイル）

を、お互いに理解しておこう。 しつけ（健全度）の具合など。「パートナーはなにものか」

勿論、しつけの良いウィーク２を、２番手、バルではお奨めします。

（例１）ノンバル： ？

①：ＡＱＪｘｘｘ 条件にあった、しつけの良いウィーク２オープンです。

ｘｘ すっきりとしているのがいいのです。 の内容もまず２Ｓ

ｘｘｘ まずです。 といえパートナーが想像するだろうハンド

ｘｘ るでしょう。

②：ｘｘ の内容はいまいちです。 まあオープンしてもいいで

ＱＪ10ｘｘｘ しょうが、見送るのも構いません。 Ｋがの方なら２Ｈ

ｘｘ （ ） さすがに２Ｈです。パス

Ｋｘｘ

③：Ｑｘｘｘｘｘ ウィーク２Ｓでオープンしますと、フィットを逃して

ウィーク２ＳオープンがＡＪｘｘ しまうこともしばしばです。パス

ｘ のです。どうかな、と思ったら見送る方がいい

ｘｘ それにスートもひどいですから。
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１－基本

99-2-1-2

④：Ｊｘｘｘｘｘ ６、７ＨＣＰだからと、ウィーク２Ｓオープンする必

Ｑｘ 要は全く無いハンドです。 パスを大いに奨めます。パス

Ａｘｘ ウィーク２オープンしたら幸せが来るとは限りません。

ｘｘ 思う以上にウィーク２で損をしてるものなのです。

⑤：ｘｘ 立派な２Ａ、１Ｑありますから堂々と１Ｈオープンしま

ＡＱｘｘｘｘ しょう。 ウィーク２Ｈでオープンすると、パートナー１Ｈ

ｘｘ は、この手からＡの無いハンドを想像するでしょう。

Ａｘｘ

⑥：ＡＱｘｘｘｘｘ 。 この７枚ある時、ウィーク２オープンはしません

ｘｘ 位のＨＣＰがあれば１Ｓがいいのです。 もしプリエン１Ｓ

ｘ プティブオープンをしたければ、中途半端でない高さの

Ｋｘｘ ４Ｓオープンまでしちゃいましょう。

⑦：ＫＱＪｘｘｘｘ 典型的な３Ｓオープンのハンドです。 すっきりとした

ｘｘ 理想的なハンドといえます。３Ｓ

ｘ

ｘｘｘ

⑧：ＡＫＪｘｘｘｘ ⑦と比較して、１トリックくらい違うハンドですから、

ｘｘ が望まれます。４Ｓ キリの良い４Ｓオープン

ｘ

ｘｘｘ

（例２）ノンバル： Ｐ （P ） ？

①：ＡＱｘｘｘ します。サードハンドでは大胆に行動

ｘ 勿論パスするのは普通です。 ５枚しかありませんが、２Ｓ

ｘｘｘ すっきり弱いハンドですから、オポーネントを牽制する

ｘｘｘｘ 意味で、何かしたい気持ちになりませんか？

②：ＡＪｘｘｘ この位のＨＣＰあれば、１Ｓオープンしていいのです。

Ｑｘ パートナーからどんなレスポンスがかえってきても、リ１Ｓ

Ｋｘｘ ビッドをしません。 と呼サードハンドライトオープン

ｘｘｘ ばれるビッドです。

③：ｘｘ １Ｈオープンはちょっと大胆過ぎかな。 パートナーに

ＡＫＪｘｘ １Ｓレスポンスとか返ってきますと困ります。２Ｈ

ｘｘｘｘ 頑張ってウィーク２Ｈでオープンしてやる気を示してみる

ｘｘ のは如何でしょう？

④：ｘｘ ギリギリの５ＨＣＰありますから、オープンしてみまし

Ｊｘｘｘｘｘ ょう。 位２Ｈ どうせ自分達は弱い、オポーネントはゲーム

Ａｘｘ 有りそうなハンドと知っているわけですから。

ｘｘ

⑤：ｘｘ サードハンドなら、２Ｈより３Ｈオープンをしたいもの

ＫＱＪｘｘｘ です。 ついでに４Ｈオープンしても構いません。３Ｈ

ｘ 一般に６４の形は、６３２２に較べて１トリックは強い

Ｑｘｘｘ と考えます。 １、２番手でも３Ｈオープンを選択する

判断も立派と評価します。
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99-2-1-3

２：ウィーク２に対するレスポンス

（１） 、そして、パートナーの標準的ハンドを考え、自分達にどういうコントラクトが出来るのか

忘れてならないのは、 を考えます。オポーネントにはどういうコントラクトが出来そうか、

後は、パーコントラクトを想定し、戦略的にどうオークションすれば良いか、作戦を練る

事になります。 その時、原則的目安として；

（２） します。１、２枚サポートの時は、悲観的に考えて、少々強くてもパス

シングルレイズ（プリエンプティブ）（３）３枚サポートの時は、 ０－１２ポイント →

１３－１５ポイント → ２Ｎで、ゲームトライ

１６＋ ポイント → ゲームレイズ

（４） 。４枚サポートの時は、点数の事は忘れて（！）、４レベルまでレイズ

強い時は出来るかも知れないし、弱い時はアドバンストサクリファイスになるでしょう。

（５） こと。２Ｎのコンベンショナルレスポンスがありますが、決して頼りにしない

（６）オポーネントにコントラクトを取られそうな展開では、２、３枚のサポートの保険がある

時は、リードショウイングビッドも考えてみましょう。

ニュースートレスポンスは、単純にノンフォーシングの約束にします。（HANA式）（７）

として扱うのが安全です。 注意して下さい。約束が無ければフォーシング

２Ｈ ？ ２Ｓ ？

２Ｓ：６＋、（ＮＦ） ２Ｎ：アーティフィシャルリレイ

２Ｎ：アーティフィシャルリレイ ３Ｃ：６＋、（ＮＦ）

３Ｃ：６＋、（ＮＦ） ３Ｄ：６＋、（ＮＦ）

３Ｄ：６＋、（ＮＦ） ３Ｈ：６＋、（ＮＦ）

３Ｈ：（ＰＲＥ）、（Ｓ－Ｏ） ３Ｓ：（ＰＲＥ）、（Ｓ－Ｏ）

３Ｎ：やります。 ３Ｎ：やります。

４Ｈ：やってみて。（Ｓ－Ｏ） ４Ｓ：やってみて。（Ｓ－Ｏ）

４Ｎ：Ａ？（ＲＫＣＢ） ４Ｎ：Ａ？（ＲＫＣＢ）

３：手を聞く２Ｎレスポンス

オープナーのハンドの状態一般にウィーク２に対して２Ｎレスポンスは、アーティフィシャルで、

として使われます。 答え方は、 レスポンスが一般にはよをより詳しく聞くためのビッド オーガスト

く使われています。 レスポンスというのもあります。 冒険的なウィーク２オープンフィーチャー

を好むパートナーにはオーガストが必要ですが、しつけのいいパートナーならフィーチャーです。

（ＯＧＵＳＴレスポンス）

＜強さ＞ ＜内容＞

２Ｓ２Ｎ ３Ｃ：ミニマム （５－７） 、悪いスート 良いスートとは

３Ｄ：ミニマム （５－７） 、良いスート ＡＫＪｘｘｘ

３Ｈ：マキシマム（８－１０）、悪いスート ＡＱＪｘｘｘ

３Ｓ：マキシマム（８－１０）、良いスート ＫＱＪｘｘｘ

３Ｎ：マキシマム（８－１０）、ＡＫＱｘｘｘ

（でも、悪いスートで無理してウィーク２オープンする必要はないですよね？）

（フィーチャーレスポンス）

２Ｓ２Ｎ ３Ｃ： にアナー有り

３Ｄ： にアナー有り

３Ｈ： にアナー有り

３Ｓ： サイドにアナーは無し（ミニマムのこと多し）

３Ｎ： ＡＫＱｘｘｘ、当然サイドにバリューは無し。

１－基本
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１－基本

99-2-1-4

（例３）ノンバル： ２Ｓ（P ） ？

①：ｘ １ですから、おとなしくします。 パートナーの手は

ＡＱｘｘ （ＡＫＪｘｘｘ ｘｘ ｘｘ ｘｘｘ）と仮定して考えパス

ＡＪｘｘ ますと、１１１２は負けるでしょう。

ＫＪｘｘ

②：Ｋｘｘ ３ありますから、 をし３Ｓとプリエンプティブレイズ

ｘｘ ておきます。 パスをしますとオポーネントは、３Ｈと３Ｓ

Ｑｘｘｘ かで競ってきますから、それから３Ｓビッドするより、

Ａｘｘｘ 先にビッドする方が効果的な競り合いになるのです。

③：Ｋｘｘｘ ４Ｓです。 ４Ｓが１ダウン位が相場ですが、その時、

ｘ でしょう。 パートナーの４Ｓ オポーネントに４Ｈが出来る

Ｑｘｘｘｘ ハンドを（ＡＱＪｘｘｘ ｘｘｘ ｘ ｘｘｘ）を想定

Ａｘｘ して考えてみて下さい。

④：ｘｘ ４Ｓです。 ２、３のバランスハンドの場合は、立派

ＡＫｘｘ な１Ｎオープンのハンドなら、ゲームとチャンス有りと４Ｓ

ＡＪｘｘ 考えます。（ＡＱＪｘｘｘ ｘｘ ｘｘ ｘｘｘ）なら

Ａｘｘ フィネス次第、といったところですね。

⑤：ｘ をビッドしたくなりますが、大抵パートナーはシング

ＫＪｘｘｘｘ ルトン。 ゲーム狙う程良いハンドではありません。パス

ＡＪｘ （ＡＫＪｘｘｘ ｘ ｘｘｘ ｘｘｘ）を想定します。

ＫＱｘ （ＡＪｘｘｘｘ Ａｘｘ ｘｘ ｘｘ）で４Ｈを逃した

らば、それはパートナーの２Ｓが大ハズレなのです。

⑥：ｘ が走ると見て、３Ｎをビッドしきちゃいましょう。

Ｋｘｘ 良いハンドだからと、２Ｎとハンドを尋ねてもなんの役３Ｎ

ＡＫＪｘｘｘｘ にも立たないでしょう。

Ａｘ

（例４）ノンバル： ２Ｈ（2S） ？

①：ＡＱＪｘｘ ここでのダブルはペナルティダブルなのですが、ダブル

ｘ をしますと、、ＮＴに逃げられる可能性が高くなってパス

Ａｘｘｘ しまいます。 自分達が強いと威張るハンドでもありま

Ｊｘｘ せんから、素知らぬ振りでパスをしましょう。

②：Ｋｘｘｘ ３ありますから、３Ｈまでレイズしておきます。

Ｊｘｘ 普通、 おいた方３Ｈ フィットした枚数分の高さは競り合って

ｘｘ がいいのです。 ３Ｈが出来るかもしれませんし、ダウ

ＡＱｘｘ ンの場合、オポーネントに２Ｓか３Ｄはあるでしょう。

③：ｘ ４Ｈのレイズでは、４Ｓを言われるのが見え見えです。

Ｋｘｘｘｘ そこで、 して、５Ｈ 先に５Ｈとアドバンストサクリファイス

ＫＱｘｘｘ オポーネントを５Ｓまで押し上げるチャンスです。

ｘｘ ５Ｈはダウン２くらい。 オポーネントはどこまで？
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１－基本

99-2-2-1

第２課 ストロング２Ｃ、２Ｄオープン

１：アーティフィシャルストロング２Ｃオープン

これを使う利点として；

（１）２Ｄから２Ｓのオープンを、頻度の高い他のハンドを示すビッドに使える。 例えば；

タイプＡ：２Ｄ、２Ｈ、２Ｓオープンは、ウィーク２。

タイプＢ：２Ｄはストロング、２Ｈ、２Ｓはウィーク。（関西には多いです）

（２）強いバランスハンドを、細分化して示すことが出来るようになる。

【ストロング２Ｃオープンのみの場合】 【ストロング２Ｃ、２Ｄを併用する場合】

２Ｎオープン ：２１－２２、（ＢＡＬ） ２Ｎオープン ：２１－２２、（ＢＡＬ）

２Ｃから２Ｎ ：２３－２４、（ＢＡＬ） ２Ｃから２Ｎ ：２３－２４、（ＢＡＬ）

２Ｄから２Ｎ ：２５－２６、（ＢＡＬ）２Ｃから３Ｎ ：２５＋、 （ＢＡＬ）

２Ｃから３Ｎ ：２７－２８、（ＢＡＬ）

２：２Ｃでオープンする為の条件

バランスハンドなら、２３ＨＣＰ以上必要。

アンバランスハンドなら、４ルーザー以内で、１８ＨＣＰ以上必要。

（例１）２Ｃオープンをするハンド例

①：ＡＫＱｘｘｘ ②：ＡＱ ③：ＡＫＪｘｘ ④：ＡＱｘ

ＡＫｘ ＡＫＪｘｘｘｘ ｘ ＫＱｘ

ＡＱ Ａｘｘ ＡＫＱｘｘ ＡＫＪｘ

ｘｘ ｘ Ａｘ ＫＱｘ

（例２）２Ｃオープンすべきでない例

①：ＡＫＱｘｘｘ 確かに強いハンドです。 でも、１Ｓオープンします。

ＡＱＪｘｘｘ ２Ｃオープンからスタートしますと、オポーネントに１Ｓ

－－－ でプリエンプティブをドンとされた時にスートの紹介

ｘ が遅れて、、の良いフィットを見つけ損なうかも。

②：Ａｘ をトランプにしたら９勝できますから、２Ｃオープン

ＡＫＱｘｘｘｘｘ したくなります。 一般に、２Ｃオープンするには、１Ｈ

Ｑｘ 最低ＡＫ、ＡＫは必要とみなされます。 １Ｈオープン

ｘ して、４Ｈリビッドします。

③：Ｋ ストロング２Ｃまたは、２Ｄとオープンするより、１Ｄ

Ａｘｘ から３Ｃとストロングジャンプシフトをした方がハンド１Ｄ

ＡＫＪｘｘ をよりよく紹介できるでしょう。 それに、Ｋシング

ＡＫｘｘ ルトンは、あまり評価できません。

④：Ａｘｘ １Ｃオープンから、２Ｄでリバースビッドをするプラン

ｘ を選択します。 ２Ｃオープンからですと、なかなか、１Ｃ

ＡＫｘｘ スートの紹介がしにくくなりますから。

ＡＫＱｘｘ

５枚メジャーの５３３２の２０－２２ＨＣＰのハンドは⑤：ＡＱｘｘｘ

ＫＪｘ してしまいます。 ２Ｃから２Ｓとビッド２Ｎ ２Ｎオープン

Ａｘ するより、２Ｎオープンの方がハンド全体が伝えられて

ＡＫｘ 良いコントラクトになる可能性が高いのです。
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99-2-2-2

３：２Ｃオープンに対するレスポンスの約束

一般的な使用方法は、 。 オープンし２Ｃオープンに対して、ハンドに関わらず先ず２Ｄで繋ぎます

ニュートラル２Ｄた人のリビッドを待って、それから自分のハンドを示す形を取ります。 これを、

といいます。 リビッドの２Ｈ／Ｓに３Ｃ、３Ｃに３Ｄをセカンドネガティブとして約束レスポンス

されます。 ちょっとレスポンダーのハンドを示す時期が遅くなりますので、工夫として、

アーティフィシャルスーパーネガティブ２Ｈレスポンスをお薦め ２Ｃに対して、２Ｈのします。

です。レスポンスは、に無関係で、Ａ、Ｋの無いハンド（大抵３点以下のひどいハンド）を示す約束

していますし、意外に良く出てきます。HANAは愛用

２Ｄ：４＋、ポジティブレスポンスする強さか、良いスートが無い。２Ｃ

２Ｈ：０－３、ＡＫの無いハンド。 ハンドパターン、スートとは無関係。

２Ｓ：良い５＋、７＋

２Ｎ：良い５＋、７＋、スートになることに注意しよう。

３Ｃ：良い５＋、７＋

３Ｄ：良い５＋、７＋

（１）７＋、５枚以上のスートでは、そのスートに２／３（ＡＫＱ）枚の内容が必要です。

但し、スートは２Ｎで、スートは３Ｄとジャンプして示します。

（２） 。Ａ、Ｋの無いハンドは、２Ｈとスーパーネガティブレスポンスします

（３）バランスハンドでは、少々良いハンドでも一旦２Ｄとニュートラルレスポンスします。

（例３）２Ｃオープンに対するレスポンス例

ノンバル： ２Ｃ ？

①：Ｋｘｘｘｘ をします。２Ｄレスポンスでウェイティング

ｘｘ このハンドの展開予想は、２Ｈのリビッド（スート）２Ｄ

Ｑｘｘ なら２Ｓと紹介します。 ２Ｎリビッド（23-24）なら

ｘｘｘ ３Ｈのジャコビーからゲームを選びます。

良いスートがありますから、２Ｓとポジティブレスポ②：ＡＫｘｘｘ

ｘｘ して構いません。 このようにスートでポジティブ２Ｓ ンス

Ｑｘｘ する場合、ＡＫｘｘｘ、ＡＱｘｘｘ、ＫＱｘｘｘの内容

Ｊｘｘ が必要です。

スーパーネガティブレス③：ｘｘ とっても弱いハンドですから、

Ｑｘｘｘ 答えられたら便利です。 ネガティブな２Ｈ ポンスの２Ｈで

Ｊｘｘｘ ビッドを用意しておけば、２Ｃオープナーが過度の期待

ｘｘｘ をしてスラムにすっ飛んで行くこともないでしょう。

④：Ｋｘｘ ポジティブする十分な強さが有りますが、良いスートが

Ｊｘｘ ありません。 します。 オープ２Ｄ ２Ｄでウェイティング

Ｋｘｘｘ ナーが、２Ｈ／Ｓなら３Ｈ／Ｓレイズします。 ２Ｎな

Ａｘｘ ら６Ｎにレイズします。

⑤：Ｋｘｘｘｘ 良いスートではありませんから、焦らずに２Ｄレスポ

Ａｘｘ ンスから。 オープナーの予想されるリビッドの２Ｎに２Ｄ

Ｑｘｘｘ は３Ｈジャコビーを。 ３Ｃ（スート）には３Ｓで

ｘ スートを紹介します。 スラムの可能性もある手です。

１－基本
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４：コントロールレスポンス

上級者が良く使うレスポンスの仕方ですが、スラムの可能性がすぐ判って便利な約束です。

とします。 （全体で１２コントロール有る）Ａ＝２コントロール、Ｋ＝１コントロール

２Ｃ ２Ｄ：０、１コントロール （０Ａ０Ｋ、０Ａ１Ｋ）

２Ｈ： ２コントロール （１Ａ０Ｋ、０Ａ２Ｋ）

２Ｓ： ３コントロール （１Ａ１Ｋ、０Ａ３Ｋ）

２Ｎ： ４コントロール （２Ａ０Ｋ、１Ａ２Ｋ、０Ａ４Ｋ）

３Ｃ： ５コントロール （２Ａ１Ｋ、１Ａ４Ｋ）

３Ｄ： ６コントロール （３Ａ０Ｋ、２Ａ２Ｋ、１Ａ４Ｋ）

以降は、ナチュラルにお互いにビッドしてゆきます。

５：ストロング２Ｄオープン（関西版）

２Ｄオープンは、スートが中心のストロングハンドか、バランスハンドの２５＋。

です。 ２Ｃオープンの場合と同様に２Ｄオープンには、義務的に２Ｈレスポンスをするのが一般的

を約束して使うのは有効です。 でもハッキリ約束をしてからです。スーパーネガティブ２Ｓ

２Ｄ ２Ｈ（ニュートラル） ２Ｄ ２Ｓ（スーパーネガティブ）

２Ｓ：４＋＆５＋ ２Ｎ：２５－２６、バランス

２Ｎ：２５－２６、バランス ３Ｃ：４＋＆５＋

３Ｃ：４＋＆５＋ ３Ｄ：６＋

３Ｄ：６＋ ３Ｈ：４＋＆５＋

３Ｈ：４＋＆５＋ ３Ｓ：４＋＆５＋

（＊）ストロング２Ｄを併用する場合、ストロング２Ｃオープンからのリビッド要領（関西版）

２Ｃ－２Ｄ、２Ｃ－２Ｈレスポンスに対するオープナーのリビッドの示すハンドは；

２Ｃ ２Ｄ（ニュートラル） ２Ｃ ２Ｈ（スーパーネガティブ）

２Ｈ：５＋ ２Ｓ：５＋

２Ｓ：５＋ ２Ｎ：２３－２４、バランス

２Ｎ：２３－２４、バランス ３Ｃ：６＋

３Ｃ：６＋ ３Ｄ：４＋＆５＋

３Ｄ：４＋＆５＋ ３Ｈ：５＋

３Ｈ：４＋＆５＋ ３Ｓ：４＋＆５＋

３Ｓ：４＋＆５＋ ３Ｎ：２７－２８、バランス

３Ｎ：２７－２８、バランス

（例４）２Ｃ、２Ｄオープンからのリビッド例

①：ＡＫＪｘ ②：ＡＫＪｘｘ ③：Ａｘ ④：ＡＱ

Ａｘ Ａｘ ｘ ＡＱＪｘ

ｘ ｘ ＡＫＱｘｘｘ ＡＫＱｘｘｘ

ＡＫＱｘｘｘ ＡＫＱｘｘ ＡＫＱｘ ｘ

２Ｄ ２Ｄ ２Ｈ ２Ｈ２Ｃ ２Ｃ ２Ｄ ２Ｄ

３Ｓ ２Ｓ ３Ｃ ３Ｈ

（＊）セカンドスートを示すリビッドするハンドは、大抵４－６の形をしています（①、③、④）。
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６：２Ｃオープンからの展開いろいろ

（例５）２Ｃオープンからのビッド例（スーパーネガティブ２Ｈだけ使用）

（１）ＡＫｘ Ｑｘｘ ２Ｃ ２Ｄ① ①：４＋、ニュートラル

ＫＱｘｘ Ａｘｘｘ ２Ｎ ３Ｃ ②：フィットが見つかりまし

Ａｘ Ｋｘｘｘ ３Ｈ ６Ｈ② たし、ＨＣＰで、３２点は

ＡＫｘｘ ｘｘ Ｐ あると判ってます。

６Ｈ位が見当です。

（２）ＡＫｘｘｘｘ Ｑｘｘ ２Ｃ ２Ｄ ①：３＋、強さに上限無し。

ＡＫＪ ｘｘ ２Ｓ ３Ｓ① ②：キュービッド。

Ｋｘ ＡＪｘｘ ４Ｃ② ４Ｄ② ③：４Ｓを越える余力は無し。

Ａｘ ｘｘｘｘ ４Ｈ② ４Ｓ③ ④：更に誘われたので、Ｑ、

５Ｄ② ６Ｓ④ ＡＪｘｘ、ダブルトン

Ｐ が有りますから喜んで。

（３）ＡＫＱｘｘ Ｊｘｘｘｘ ２Ｃ ２Ｈ ①：ジャンプレイズをしてます

ＡＱｘ ｘｘｘ ２Ｓ ４Ｓ① が、１Ｓオープンに４Ｓと

ＡＫｘｘ ｘｘ Ｐ レスポンスをするのと同様

ｘ ｘｘｘ に考えて下さい。

サポートだけのハンドです。

（４）ＡＫＪ ｘｘｘ ２Ｃ ２Ｄ ①：５＋ですが、初めに３Ｄ

ＡＫＪｘｘｘ ｘ ２Ｈ ３Ｄ① レスポンスをして無いから

ＡＫｘ ＱＪｘｘｘｘ ４Ｎ ５Ｃ 良いスートではありません。

ｘ Ｋｘｘ ６Ｄ② Ｐ ②：Ｑの５、６枚有れば、

をエスタブリシュする予定

で１２個行けそうです。

（５）ＡＫ Ｊｘｘ ２Ｃ ２Ｄ ①：（ＢＡＬ）、４－７位。

ＡＫＪｘｘ ｘｘ ２Ｈ ２Ｎ① サポートは否定します。

ＡＱＪｘｘ Ｋｘｘｘ ３Ｄ ５Ｄ② ②：の良いサポートあるが、

Ｑ ｘｘｘｘ ６Ｄ Ｐ のコントロールを否定

します。 有れば、４Ｄの

レイズをしたでしょう。

（６）Ａ Ｑｘｘｘｘｘ ２Ｃ ２Ｈ① ①：２Ｈはスーパーネガティブ。

ＡＱｘ ｘｘ ３Ｃ ３Ｓ Ａ、Ｋの無いハンドです。

Ｋｘ ｘｘｘｘ ３Ｎ② Ｐ ②：３Ｎが近いゲームです。

ＡＫＱＪｘｘｘ ｘ Ｅに、Ｋ、Ａ共にない

事も既に知ってますから。

（７）ＡＫＪｘ ｘｘ ２Ｃ ３Ｄ① ①：５＋、７＋

ＡＫｘ ｘｘ ４Ｄ② ５Ｃ③ ②：サポートあります。

ＫＪｘｘ ＡＱｘｘｘｘ ５Ｎ④ ７Ｄ⑤ ③：Ｋキュービッドです。

Ａｘ Ｋｘｘ Ｐ ④：グランドスラムフォース

「ＡＱ確かにある？」

⑤：「確かにあるよ！」
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第３課 インバーティドマイナーレイズ

１：マイナーレイズの約束の仕方

インバーティドポイントレンジ スタンダード リミット

ダブルレイズ６－９ シングルレイズ シングルレイズ

シングルレイズ１０－１２ （？） ダブルレイズ

シングルレイズ１３＋ ダブルレイズ （？）

２：インバーティドマイナーレイズ

して、介入を難しくさせます。（６－９）の弱いハンドは、プリエンプティブにダブルレイズ

をし、ビッディングスペイスを確保（１０＋）のインビテイション以上のハンドはシングルレイズ

して、ゲームの有る無し、良いゲーム、スラムの可能性を２の代からゆっくりと相談します。

（１）マイナーをレイズする時は、４枚以上のメジャーは無い。 して紹介。４枚メジャーは優先

（２）プリエンプティブダブルレイズする場合は、５枚以上のサポートがあるのが望ましい。

（３）４枚サポートの６－９では、１Ｎレスポンスを考える。

（４）２Ｎレスポンスは、バランスハンドで、１０－１２の３Ｎインビテイション。

アンビッドスートには、ＮＴ向きなストッパーが有るのが望ましい。

（５） 。パストハンド、及び邪魔が入った時も、インバーティドレイズを使用（HANA式）

但し、 。競り合いではインバーティドレイズを使わない約束の人もいるので注意すること

１Ｃ １Ｎ ：（ＮＦ） ８－１０、３３３４か、３３２５が普通。 建設的。

： 、 。２Ｃ （Ｆ） １０＋ ４＋、４枚以上のメジャーは無い

２Ｎ ：（ＮＦ） １０－１２、３３３４、以外にストッパーらしきモノ。

：（ＰＲＥ） 、 。３Ｃ ３－８ ５＋、プリエンプティブ

３Ｎ ：（ＧＦ） １３－１５、３３３４、各スートに確実なストッパー必要。

４／５Ｃ：（ＰＲＥ） ３－７ 、６、７枚ですが、まれ。

（例１） １Ｃ ？

メジャーが４枚①：Ｑｘｘｘ に良いサポートが５枚もありますが、

ｘ して紹介します。１Ｓ 以上有るハンドでは、そちらを優先

ｘｘｘ レスポンダーが４紹介しないと、４－４フィットが

ＫＪｘｘｘ 見つからなくなってしまいます。

②：ＫＱｘ 立派な１３ＨＣＰありますが、ジャンプをする必要など

Ｋｘｘｘ ありません。 オープナー１Ｈ じっくり１Ｈレスポンスから

Ｊｘ のハンドを示して貰いましょう。 オープナーが；

ＡＪｘｘ １Ｎ→３Ｎ、２Ｈ→４Ｈ、１Ｓ→２Ｄ（ＧＦ）と展開。

③：Ｋｘｘ １Ｃオープンに対しての１Ｎレスポンスは、やや建設的

Ｑｘｘ な扱いです。 １Ｃに対する１Ｎレスポンスの条件は、１Ｎ

ｘｘｘ ４＋、８－１０、４、４が無いハンドです。

ＫＪｘｘ もし同じ形で、６、７点なら１Ｄでお茶濁しします。

④：ｘｘｘ です。自然に１Ｄレスポンスをするのが素直なビッド

Ｑｘｘ 世間では、１Ｎレスポンスするプレイヤーも居ますが、１Ｄ

ＫＪｘｘ 感心しません。 １Ｄレスポンスし、オープナーに自然

Ｋｘｘ にハンドを示して貰って、何の不満も無いのですから。
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⑤：Ａｘｘ です。 ２Ｃにはインバーティドマイナーレイズの２Ｃ

ｘｘ このようにインビテイションのハンドも含まれます。２Ｃ

Ｋｘｘ オープナーが；２Ｄ→２Ｓ、２Ｈ→２Ｎ、２Ｓ→３Ｃ、

ＫＪｘｘｘ ２Ｎ→３Ｃ（３Ｎ）、３Ｃ→パスの予定です。

⑥：ＡＪｘ 強さとハンドの形は３Ｎレスポンスに当てはまってます

ｘｘｘ が、ストッパーが無いのでオープナーと相談します。２Ｃ

Ｋｘｘ ２Ｃからオープナーのハンドを聞き出しましょう。

ＡＱｘｘ ２Ｄ→２Ｓ、２Ｈ→３Ｎ、２Ｓ→３Ｄ、２Ｎ→３Ｎ。

⑦：ＡＪｘ ２Ｎレスポンスは、３Ｎへのインビテイションです。

ＫＪｘ 紹介する４、４の無い、通常は３３３４の形の２Ｎ

Ｋｘｘ 良い１０点から１２点の強さの範囲です。 後の判断

ｘｘｘｘ は、オープナーが決定するでしょう。

⑧：ｘｘ プリエンプティブジャンプ３Ｃの例です。 の場合で

Ｋｘｘ は、ショート（３）オープンもよくありますから、３Ｃ

ｘｘｘ ５枚を保証したい。 ＨＣＰは、５点から８点の見当

ＫＪｘｘｘ と見ます。

３：インバーティドシングルレイズ後の展開

（１）第一の狙いは３Ｎですから、互いにストッパーを示し合う展開をとります。

（２）従って、 、と考えます。ニュースートは３Ｎ狙いのストッパーを示している

３の代の（３）シングルレイズは、インビテイション（１０－１２）のハンドも含まれますから、

マイナーを越えるには、オープナーは良い１４点以上、シングルレイザーは良い１２点以上

です。の余力が必要

（４）２Ｎ、３の代のマイナーは、どちらからビッドされても、ノンフォーシングになります。

（例２） ２Ｃ （２Ｃ：４＋、１０＋点、フォーシング）１Ｃ

？

（オープナーのハンド例）

①：Ｋｘｘ インバーティドレイズされたオープナーのリビッドは、

先ず３Ｎを狙って、ストッパーのあるスートを安い順番ｘｘｘ ２Ｄ

ＫＱｘ に示します。 このハンドでは、とにストッパーが

ＡＪｘｘ ありますから、安い２Ｄでのストッパーを示します。

②：Ｋｘｘ とにストッパーがあります。 でもにストッパー

ＫＱｘ がありません。 従って、２Ｈとビッドして、ストッ２Ｈ

ｘｘｘ パーを示すのですが、をスキップしていることから、

ＡＪｘｘ に十分なストッパーが無い、と伝わるのです。

③：Ｋｘｘ 、、全部に十分なストッパーがあります。 ２Ｎ

Ｋｘｘ でそれらを知らせます。 この２Ｎはノンフォーシング２Ｎ

ＱＪｘ ですが、レスポンダーは、大抵３Ｃ（ＮＦ）か、ついで

Ａｘｘｘ の３Ｎレイズをする展開になることが殆どです。

④：ＫＪｘｘ ショートオープンの場合でも、順番にストッパーを示

ＡＫｘｘ すビッドをします。 ２Ｃレイズのレスポンダーには、２Ｈ

ｘｘ ４枚のメジャーは有りませんから、この２Ｈは単にの

Ｊｘｘ ストッパーを示しているに過ぎません。
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⑤：ＡＱｘｘ アンバランスハンドでも同様に、先ずは３Ｎを狙って

ｘ ストッパーを下から紹介してゆきます。 先ず２Ｄです。２Ｄ

Ｋｘｘ ４ありますが、レスポンダーは４は持っていないと

Ｋｘｘｘｘ いうことに注意して下さい。

⑥：ＡＱｘｘ ゲーム（３Ｎ、５Ｃ）に行く強さは十分。 でスラム

Ａｘ の可能性も大いにあるでしょう。 じっくりとレスポン２Ｓ

ｘｘ （２Ｈ） ダーと相談をしたいハンドです。 ６Ｃを狙って、形を

ＡＱｘｘｘ 示すムードで２Ｓから展開してみましょう。

⑦：ＡＫｘｘ １８－２０点のバランスハンドで１Ｃオープンした場合

ＫＪｘ は、他のスートにストッパーらしきものが有れば、３Ｎ３Ｎ

ＫＱｘ をリビッドしてハンドを示しきります。 特にこのよう

Ｋｘｘ なショートの場合には大いに３Ｎをビッドします。

２Ｃ（例３） １Ｃ

２Ｄ （２Ｄ：にストッパー有り、強さの余力は不明）？

（レスポンダーのハンド例）

①：ＫＪｘ １３点ありますから、ゲームにしっかりゆきたいハンド

ＡＪ です。 ３Ｎ狙いでは、が心配でしたが、オープナー３Ｎ

ｘｘｘ が大丈夫と言って来てくれましたから、ここで、３Ｎを

ＫＪｘｘｘ ビッドしてしまいます。

②：ＡＪｘ ①と似たハンドですが、１３点の代わりに１１点です。

Ｋｘｘ ゲームを誘う強さですから、２Ｎで誘います。２Ｎ

ｘｘ ２Ｎはどちらからビッドしてもノンフォーシングになり

ＱＪｘｘｘ ます。

③：ＫＱｘ のストッパーを聞きましたが、ストッパーがありま

ｘｘ せん。 ２Ｓでストッパーを示すと同時に、が心配２Ｓ

Ｑｘｘ な事を伝えましょう。 ２Ｄ、２Ｓは決してリバースの

Ａｘｘｘｘ ビッドではありません。 それはトライアルビッドです。

（例４） ３Ｃ１Ｃ

？

（オープナーのハンド例）

①：Ｑｘｘ ショートだからと、バタバタしません。 ミニマムの

ＡＪｘｘ ハンドならサッサとパスする一手です。 なにも考えるパス

Ｋｘｘ ことはありません。

Ｋｘｘ

②：ｘ のサポートが来たらハンド評価がアップしました。

ＡＱｘｘ このハンドは、３Ｎ狙うより（が心配ということもあ５Ｃ

ＡＱｘ ります）、５Ｃのゲームを考えます。

ＡＱｘｘｘ （ｘｘｘ ｘｘ Ｋｘｘ Ｋｘｘｘｘ）で立派な５Ｃ。

③：Ａｘｘｘ １８－２０点のバランスハンドの場合は、３Ｎの９勝の

ＡＱｘ ゲームのチャンスをとります。３Ｎ

Ｋｘｘ （ｘｘ ｘｘｘ Ｑｘｘ Ｋｘｘｘｘ）でチャンス。

ＡＱｘ
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１－基本

99-2-3-4

４：インバーティドレイズからの展開例

左のハンドからビッドした例と、右のハンドからビッドした例を示しました。参考にして下さい。

（１） Ａ Ｂ Ａ Ｂ ①：ストッパー有り。

Ａ：ｘｘ Ｂ：ＡＱｘ １Ｃ ２Ｃ １Ｃ ②：＆有り、１３＋

ＡＪｘ Ｋｘｘ ２Ｄ① ３Ｎ② ２Ｃ ２Ｈ③ ③：有り、無し

Ｋｘｘ Ｊｘｘ Ｐ ３Ｄ④ ３Ｎ⑤ ④：有り、無し、１３＋

ＡＪｘｘｘ Ｋｘｘｘ Ｐ ⑤：有り

（２） Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ ①：有り、無し、１３＋

Ｃ：Ｊｘｘ Ｄ：Ｑｘ １Ｃ ２Ｃ １Ｃ ②：半分有り、如何？

ＡＫｘｘ ｘｘｘ ２Ｈ ３Ｄ① １Ｈ １Ｎ １ストッパーあれば、

ｘｘｘ ＡＫｘ ３Ｓ② ３Ｎ③ ３Ｎ Ｐ ３Ｎをビッドするはず。

ＫＱｘ ＡＪｘｘｘ Ｐ ③：半分、併せて止まる。

（３） Ｅ Ｆ Ｅ Ｆ ①：＆有り、１２－１４

Ｅ：Ｋｘｘｘ Ｆ：Ｊｘ １Ｄ ２Ｄ Ｐ ②：（ＢＡＬ）、１０－１２

Ｑｘｘ Ｋｘｘ ２Ｎ① Ｐ② １Ｄ ２Ｄ③ ③：パストハンドも同じ

ＡＱｘｘ Ｋｘｘｘ Ｐ④ ④：でも、フォーシングでは

Ｊｘ Ａｘｘｘ ありません。

（４） Ｇ Ｈ Ｇ Ｈ ①：有り、、無し。

Ｇ：ＡＪｘ Ｈ：Ｋｘｘ １Ｃ ２Ｃ １Ｃ ②：有り、無し。

Ｊｘｘ ｘｘｘ ２Ｓ① ３Ｄ② ２Ｃ ２Ｄ １３＋の余力有り。

ｘｘｘ ＡＫｘ ３Ｈ③ ３Ｎ④ ２Ｓ ３Ｃ ③：半分止まっている。

ＡＫｘｘ ＱＪｘｘ Ｐ ３Ｈ③ ３Ｎ④ ④：私も半分くらい。

Ｐ

（５） Ｉ Ｊ Ｉ Ｊ ①：無いので、３Ｎ無理

Ｉ：Ｊｘｘ Ｊ：ｘｘ １Ｃ ２Ｃ １Ｃ ②：半分有り。

Ｋｘ Ａｘｘ ２Ｄ ２Ｈ ２Ｃ ２Ｄ ③：止まらないので。

Ｋｘｘ ＡＱｘ ３Ｃ ３Ｄ ２Ｈ ３Ｃ

ＡＱｘｘｘ Ｋｘｘｘｘ ３Ｈ ５Ｃ① ３Ｄ ３Ｈ

Ｐ ３Ｓ② ５Ｃ③

（６） Ｋ Ｌ Ｋ Ｌ ①：５、１０－１２

Ｋ：ＡＪｘ Ｌ：ｘｘｘ １Ｃ ２Ｃ Ｐ ②：パストハンドも同じ

Ｋｘｘｘ Ａｘｘ ２Ｈ ３Ｃ① １Ｃ ２Ｃ② ③：ゲームは無いから。

ｘｘ ｘｘ Ｐ Ｐ③

ＫＪｘｘ ＡＱｘｘｘ

（７） Ｍ Ｎ Ｍ Ｎ ①：ＳＰＬ、１５＋

Ｍ：ＫＪｘ Ｎ：Ａｘｘ １Ｄ ２Ｄ １Ｄ ②：行き掛けキュービッド

ｘ ｘｘｘ ３Ｈ① ３Ｓ② ３Ｈ④ ３Ｓ② ③：に無駄点無し

ＡＱｘｘｘ ＫＪｘｘｘ ４Ｃ② ４Ｄ ４Ｃ② ４Ｄ ④：ＳＰＬ、１３＋

ＡＪｘｘ Ｋｘ ４Ｓ② ６Ｄ③ ４Ｓ② ６Ｄ③

Ｐ Ｐ
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１－基本

99-2-4-1

第４課 チェックバックステイマン（基本）

１：チェックバックステイマンとは

その１Ｎオープンに対する２Ｃステイマンレスポンスは、よく知られているコンベンションです。

、という工夫ステイマンコンベンションを、オープナーの１Ｎリビッドに対しても同様に使用しよう

です。 １Ｎリビッダーに対し、レスポンダーのビッドしたメジャーの３枚サポートの有無、ビッド

されなかった４枚メジャーの有無を確認する、と言うのが主な狙いです。

（チェックバックステイマンを使う利点）

①： 。５－３のメジャーフィットが確かめられる

②：紹介されてない４枚メジャーのフィットの確認チェックが出来る。

③： 。２Ｃからの展開と相まって、レスポンダーの強さをある程度、区分して示せる

例えば；（１） 。ジャンプ、及びリバースビッドを（ＧＦ）に約束（HANA式）

（２）ジャンプしないリビッド、レイズ、ニュースートを（ＮＦ、Ｓ－Ｏ）に約束。

（３） 。２Ｃ経由のジャンプしないビッドは（ＩＮＶ）に約束（HANA式）

２：１Ｎリビッドまでのシステムアグリーメントの確認

継続的なパートナーシップでは、背景となる１Ｎリビッドまでのスタイル、展開の約束を話し合って

確認しておく事はとても重要です。

（確認事項）

（１）１Ｃオープンに対して、４＋をスキップして４枚メジャーレスポンスをするか？

スキップする場合、強さと形の基準はどこか？

（２）１Ｄレスポンスに対して、バランスハンドなら４枚メジャーを紹介せずに１Ｎを言うか？

１Ｈレスポンスに対して、４３３３、４２３４で、１Ｓリビッドか１Ｎリビッドか？（３）

（チェック１） １Ｃ ？

①：Ｋｘｘｘ 「 」です。１Ｃに対するメジャー優先レスポンス

Ｊｘｘ 「バイパスダイアモンド」とも呼びます。 ４４、１Ｓ

Ｋｘｘｘ （１Ｄ） ４４のハンドでは、１６点以上の場合なら、１Ｄの

ｘｘ レスポンスをする目安です。

②：ＡＪｘｘ ゲームフォーシングする強さがありますが、の４－４

ｘｘ フィットにはさほど興味有りません。 １Ｓレスポンス１Ｓ

ＡＪｘｘ （１Ｄ） で、ビッドのプランは；１Ｎ→３Ｎ、２Ｃ→２Ｄ、２Ｓ

Ｋｘｘ →４Ｓ、２Ｈ→３Ｃ、２Ｎ→４Ｎ、３Ｓ→４Ｃ。

③：Ｋｘｘｘ ４５の形で１０点以下ならば、をスキップして、

ｘｘ メジャーでレスポンスをしてしまいます。 １Ｓレスポ１Ｓ

Ｋｘｘｘｘ （１Ｄ） ンスからのプランは；１Ｎ→パス、２Ｃ→パス、２Ｄ→

Ｑｘ ３Ｄ、２Ｈ→２Ｎ、２Ｓ→パス、２Ｎ→３Ｎ。

④：ＫＪｘｘ ４５の形で１０点以上ならば、をスキップせずに

Ｋｘ １Ｄレスポンスします。 オープナーはバランス手なら１Ｄ

ＫＪｘｘｘ （１Ｓ） １Ｎリビッドしますが、チェックバック２Ｃで４－４

ｘｘ フィットを捜すことが出来ますから困りません。

⑤：ＡＪｘｘ 十分強いアンバランスハンドでは、スーツの長さに従っ

Ｋｘ て自然に紹介します。 オープナーの１Ｎリビッドには１Ｄ

ＡＪｘｘｘ ２Ｓとリバースビッドをし、４＆５＋のゲームフォ

Ｊｘ ーシングハンドを明確に示すのです。
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99-2-4-2

（チェック２） １Ｄ１Ｃ

？

①：Ａｘｘｘ １Ｄレスポンスに対して、バランスハンドでメジャーを

Ｋｘｘｘ リビッドしないスタイルはとても一般的です。 それは１Ｎ

Ｑｘ （１Ｈ） メジャーがフィットしている場合ならば、レスポンダー

Ａｘｘ の側でチェックする用意があるからなのです。

②：Ｑｘｘ １Ｈリビッドで無く、１Ｎリビッドをしてオープナーの

ＡＱｘｘ ハンド全体の形と強さを知らせ（区分けし）ます。１Ｎ

ｘｘｘ （１Ｈ） １Ｈリビッドは、普通、５＋＆４のアンバランスな

ＡＪｘ ハンドを示すことになるのです。

③：ｘｘ が弱いからＮＴが心配？ そんな細かい事など現代人

ＡＱｘｘ は気にしないのです。 リビッドではハンド全体をパー１Ｎ

Ｑｘｘ （１Ｈ） トナーに伝えるのが重要です。 昔は１Ｈリビッドする

ＡＫｘｘ スタイルも普通だったのですが、これからは・・・

④：ＫＪｘ をします。アンバランスハンドは、自然に１Ｈリビッド

ＡＪｘｘ １Ｈリビッドする事で、平均したハンドで無い事をレス１Ｈ

ｘ ポンダーに伝えているのです。 通常、４＆５＋、

ＫＪｘｘｘ １２－１８点。 １９点以上は２Ｈのジャンプします。

（チェック３） １Ｈ１Ｃ

？

①：Ｑｘｘｘ 「１Ｈレスポンスに４あれば紹介する」スタイルなら

Ｋｘｘ １Ｓリビッドなのでしょう。 たとえその約束でも、１Ｎ

ＫＪｘ （１Ｓ） １Ｎリビッドをしたいハンドです。 基本のチェックバ

ＡＪｘ ック２Ｃ使うなら、安心して１Ｎリビッドできます。

②：ＡＪｘｘ ４３３３での１Ｓリビッドは気持ち悪いでしょうが、

ｘｘ ４４なら１Ｓリビッドは許せる範囲です。１Ｎ

ＫＪｘ （１Ｓ） でも、このハンドでは１Ｓより１Ｎリビッドしてしまい

ＫＪｘｘ たい。 フィットは２Ｃから発見できます。

③：ＡＱｘｘ 弱いとかの細かい部分は気にしないで、１Ｎリビッド

ｘｘ が分かりやすいのです。 ４を紹介するスタイルなら１Ｎ

ｘｘｘ （１Ｓ） １Ｓリビッドします。 との２スーター風とも言え

ＡＫｘｘ るハンドですから。

④：ｘｘ ３枚で、すぐ２Ｈにサポートするのは奨めません。

ＫＪｘ 悩みのない１Ｎリビッドでいいのです。 ３枚ですぐに１Ｎ

Ａｘｘ （２Ｈ） レイズしますと、レスポンダーは、４枚を大いに期待

ＡＪｘｘｘ （２Ｃ） して積極的にビッドすることになってしまいますから。

⑤：Ｑｘｘｘ ４＆５のアンバランスハンドですから、自然に１Ｓ

Ｊｘ リビッドでそれを表現します。 オープナーのリビッド１Ｓ

Ａｘ の段階で、バランスとアンバランスハンドを区別できれ

ＡＪｘｘｘ ば、レスポンダーの展開と判断がしやすいのです。

１Ｄ、１Ｈレスポンスに４枚あるバランスハンドで１Ｎリビッドする約束は、アラート（注意）

が必要です。 尋ねられたら「４枚を持ってる可能性が有ります」と説明します。

１－基本
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１－基本

99-2-4-3

３：１Ｎリビッドに対するレスポンダーのリビッドの約束（チェックバック２Ｃの周辺）

（１） になる。１Ｎリビッドに対しての２Ｃは、何時もチェックバックステイマン

（２）レスポンスしたスートのジャンプしないシンプルリビッドは、６（５）枚のサインオフ。

（３）リバースでない２の代のニュースート（２Ｄ、２Ｈ）は、サインオフ。

（４） 。ジャンプ、またはリバースビッドは、自然なビッドで、ゲームフォーシング（HANA式）

（５）２Ｎは、３Ｎへのインビテイション。

（６）チェックバックステイマン２Ｃを使うハンド

Ⅰ：インビテイション以上の強さで、レスポンスしたメジャーが５枚以上ある。

Ⅱ：インビテイション以上の強さで、ビッドされてない４枚のメジャーがある。

Ⅲ：丁度インビテイションの強さで、レイズ、リビッドしたいハンドをしている（HANA式）。

特：Ⅳ：強さに拘わらず、の短いハンドをしていて何が返ってきても困らない形をしている。

１Ｈ（例１） １Ｃ

？１Ｎ

①：ｘｘ ジャンプしないシンプルリビッドの２Ｈは、サインオフ

ＫＱｘｘｘｘ です。 ６（５）枚、６－９点のゲームに興味の無い２Ｈ

Ｑｘｘ ハンドを示しています。 オープナーはこれに対しては

ｘｘ いつもパスします。

②：Ａｘ ジャンプリビッドは、ゲームフォーシングの強さの６

ＡＱｘｘｘｘ のハンド（HANA式） このジャンプをインビテイション３Ｈ

ＫＪｘ と決めてる人達も居ます。 オープナーが１Ｎリビッド

ｘｘ か、スーツリビッドかで違うことに注意しましょう。

③：Ｋｘｘ が５－３フィットしているかもしれませんが、ゲーム

Ｋｘｘｘｘ を狙える強さがありません。 １Ｎリビッドをあっさりパス

Ｑｘｘ パスして店じまいします。

ｘｘ

④：Ａｘｘ ゲームを誘う強さです。 が５－３フィットしている

ＫＱｘｘｘ ならでプレイしたいので、チェックバック２Ｃを使用２Ｃ

Ｑｘｘ して３を確かめるのです。 ２Ｃに対して；

ｘｘ ２Ｄ→２Ｎ、２Ｈ→３Ｈ、２Ｓ→２Ｎの予定です。

⑤：Ａｘｘ ゲームに行く強さです。 ５－３フィットをチェック

ＫＱｘｘｘ したいので、２Ｃのチェックバックステイマンを使用す２Ｃ

Ｋｘｘ ると便利なのです。 ２Ｃに対して；

Ｑｘ ２Ｄ→３Ｎ、２Ｈ→４Ｈ、２Ｓ→３Ｎの予定です。

⑥：ＡＱｘｘ が４－４フィットしているかもしれません。 ２Ｃで

ＫＱｘｘ 確かめましょう。 ２Ｃに対して；２Ｄ→３Ｎ、２Ｈ→２Ｃ

ｘｘ ２Ｓ（Ｆ１）、２Ｓ→４Ｓの予定です。 オープナーが

Ｋｘｘ ４あればビッドする人ならば、すぐ３Ｎでしょう。

⑦：ＡＱｘｘ ２Ｓのリバースビッドをします。 ゲームフォーシング

ＫＱｘｘｘ で４５を示しています。 ちなみに２Ｃのチェック２Ｓ

ｘｘ バックステイマンでメジャーのフィットを確認する事も

Ｋｘ 出来るのですが、２Ｓリバースが分かりやすいです。
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１－基本

99-2-4-4

１Ｓ（例２） １Ｃ

？１Ｎ

①：Ａｘｘｘ ２Ｃでサインオフは出来ません。 たとえ可能でもの

ｘｘ サインオフを２の代でするのは競り合いの上でも賢明なパス

Ｊｘ ことではありません。 十分フィットしてるならば、

Ｑｘｘｘｘ オポーネントが、、で競り合ってくるでしょうから。

②：Ａｘｘｘｘ ２Ｈは、５＆４＋の弱いハンドのサインオフです。

Ｑｘｘｘ オープナーは、かかをプリファーするだけです。２Ｈ

ｘｘｘ が良ければパス、が良ければ２Ｓに直します。

ｘ ２３ならば、パスか２Ｓか迷いますが適当に選択。

③：Ａｘｘｘｘ インビテイションする強さです。 ２Ｃのステイマン

Ｑｘｘｘ からメジャーのフィットを確かめるのです。 ２Ｃに；２Ｃ

Ａｘｘ ２Ｄ→２Ｎ、２Ｈ→３Ｈ、２Ｓ→３Ｓの予定です。

ｘ

④：ＡＱｘｘｘ ５５のゲームフォーシングハンドは、１Ｎリビッド

ＫＱｘｘｘ にジャンプして３Ｈリビッドをします。 オープナーは３Ｈ

Ｋｘ かをプリファーします。 １Ｎリビッドにジャンプ

ｘ したらゲームフォーシングの約束（HANA式）です。

⑤：ＡＪｘｘ ジャンプしたらゲームフォーシング（HANA式）の約束です。

ｘ でスラムの可能性を探りたいハンドですが、オープナー３Ｃ

ＡＪｘ と相談したい。 ３Ｃに；３Ｄ→４Ｈ（ＳＰＬ）、３Ｈ

ＡＱｘｘｘ →３Ｎ、３Ｓ→４Ｃ、３Ｎ→パス、４Ｃ→４Ｄと展開。

⑥：ＡＪｘｘ フィットを見せてインビテイション（３Ｎ、５Ｃ）を

ｘｘｘ したいハンドです。 １Ｎに３Ｃジャンプがゲームフォ２Ｃ

ｘ ーシングになりますから２Ｃを活用します。 ２Ｃに；

ＡＱｘｘｘ ２Ｄ→３Ｃ、２Ｈ→３Ｃ、２Ｓ→３Ｃと示すのです。

⑦：ＡＱｘｘｘｘ １Ｎに；２Ｓは（６－９）、３Ｓは（１３＋）です。

Ｋｘ そこで、２Ｃチェックバックからをリビッドします。２Ｃ

Ｑｘｘ ２Ｃに対して；２Ｄ→２Ｓ、２Ｈ→２Ｓ（Ｆ１）、２Ｓ

ｘｘ →３Ｓの予定。 ６（１０－１２）の示し方です。

１Ｄ（例３） １Ｃ

？１Ｎ

①：ＡＪｘｘ ２Ｃのチェックバックステイマンからのフィットを探

ｘ します。 ２Ｃに対して；２Ｄ→２Ｓ（２Ｎ）、２Ｈ２Ｃ

ＫＪｘｘｘ →２Ｓ（Ｆ１）、２Ｓ→３Ｓの予定です。 難しければ

Ｑｘｘ ４５、１０－１２点を１Ｓレスポンスしてもよい。

②：ＡＱｘｘ 十分な強さがありますから、２Ｓとリバースビッドをし

ｘ ます。 ４５＋、１３点以上を示しています。２Ｓ

ＡＱｘｘｘ ２Ｃチェックバックでもフィットは確認できますが、

Ｋｘｘ 、の５－３フィットも魅力的なのです。
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１－基本

99-2-4-5

４：チェックバックステイマンに対するオープナーのリビッド

１Ｎオープンに対するそれと（＊）チェックバックステイマンに対する返事は、ここでは単純に、

とします。同じ様な答え方にして、２Ｄ、２Ｈ、２Ｓの３通り

（１）レスポンダーのメジャースートに３枚サポートが有ればそれを紹介します。

（２）紹介しなかった４枚のメジャーがあればそれをビッドします。

（３） 。紹介するメジャーが無い場合は、便宜的に２Ｄをビッドします

（４）レスポンダーのメジャー３枚、他のメジャーが４枚ある場合は、を優先することにしておき

ます（HANA式）。 レスポンダーのメジャーを優先しても構いません。

（例４） １Ｓ１Ｃ

２Ｃ＊（基本のチェックバックステイマン）１Ｎ

？

①：Ａｘｘ ３ありますから、２Ｓをビッドします。

Ｋｘｘ その後の展開の予定ですが、２Ｓ

Ｑｘｘ ３Ｓインビテイションされたら４Ｓに乗ります。

ＡＪｘｘ

②：Ａｘ ４ありますから２Ｈをビッドします。 レスポンダー

Ｋｘｘｘ が２Ｓと５紹介してきたら、３Ｎとジャンプします。２Ｈ

Ｑｘｘ マキシマム点ありますから。

ＡＪｘｘ

③：Ａｘ ももありませんから２Ｄと返事します。

Ｋｘｘ レスポンダーが、更に２Ｈ（５紹介）なら４Ｈ、２Ｓ２Ｄ

Ｑｘｘ （６紹介）なら４Ｓ、２Ｎなら３Ｎにのります。

ＡＪｘｘｘ

④：Ａｘｘ ３、４両方持ってる場合は、約束にもよりますが、

Ｋｘｘｘ ２Ｈから紹介でいいでしょう。 ２Ｈに２Ｓ（Ｆ１）な２Ｈ

Ｑｘｘ （２Ｓ） ら４Ｓレイズをします。

ＡＪｘ

（例５） １Ｈ１Ｃ

２Ｃ＊（チェックバックステイマン）１Ｎ

？

①：ＡＱｘ 内容は悪いですが、３ありますから２Ｈです。

ｘｘｘ 後の展開予定は；２Ｈ

Ｊｘｘ ２Ｓ（Ｆ１）→２Ｎ、３Ｈ→パスです。

ＡＪｘｘ

②：ＡＪｘｘ ２で、４ありますから２Ｓと返事します。

Ｋｘ ２Ｎにはパス、３Ｓの誘いには４Ｓに乗ってしまいたい２Ｓ

ｘｘｘ ハンドです。 理由は、持ってるＨＣＰが綺麗で無駄が

Ａｘｘｘ ないことと、のダブルトンも非常に有効だからです。

③：Ｋｘｘｘ 紹介するメジャーが両方ある場合は、２Ｈからです。

Ｋｘｘ そして、２Ｓ（Ｆ１）には３Ｓ、３Ｈにはパスです。２Ｈ

Ｊｘ

ＫＱｘｘ
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１－基本

99-2-4-6

５：色々のチェックバック

違う約束の仕方のチェックバックステイマンも存在しますので紹介しておきます。

（ ）自分が使わなくてもオポーネントが使う

（異なる所）

（１） 。１Ｈレスポンスに対してオープナーは、４枚があれば紹介する約束

（２）１Ｃ－１Ｄ－１Ｎリビッドに対しては、２Ｃステイマンは使わない。

４＋４メジャーの強いハンドは、リバースしてそのメジャーを紹介することになる。

（３） 。２Ｃに対する答えが４通りで、サポートの有無、点数の上下で分けられている

①：２Ｄは、３枚サポート無しのミニマム

②：レスポンダーのメジャーは、３枚サポートのミニマム

③：他のメジャーの答えは、３枚サポートのマキシマム

④：２Ｎは、３枚サポート無しのマキシマム

１Ｎリビッドに対して、ジャンプレイズ、リビッドはインビテイションの約束。 従って、（４）

になる。２Ｃを経由してのニュースート、レイズ、リビッドはフォーシングの約束

１Ｃ １Ｈ １Ｃ １Ｓ

１Ｎ ２Ｃ＊ １Ｎ ２Ｃ＊

２Ｄ：２－、１２－１３ ２Ｄ：２－、１２－１３

２Ｈ：３ 、１２－１３ ２Ｈ：３ 、１４－１５

２Ｓ：３ 、１４－１５ ２Ｓ：３ 、１２－１３

２Ｎ：２－、１４－１５ ２Ｎ：２－、１４－１５

（例６） １Ｃ １Ｈ

１Ｎ ２Ｃ＊（いろいろのチェックバックステイマン）

？

①：Ｑｘｘ ②：Ｑｘｘ ③：Ａｘｘ ④：Ａｘｘ

Ｋｘ Ｋｘｘ Ｋｘｘ Ｋｘ

Ｑｘｘｘ Ｑｘｘ Ｑｘｘ Ｑｘｘｘ

ＡＪｘｘ ＡＪｘｘ ＡＪｘｘ ＡＪｘｘ

２Ｄ ２Ｈ ２Ｓ ２Ｎ

６：ニューマイナーフォーシング

他の２の代の１Ｎリビッドに対して、オープンされたスートの２の代のマイナーはサインオフ。

。マイナーは便宜的なフォーシングビッドの約束で、メジャーを尋ねるコンベンションの約束

（例７） １Ｃ １Ｓ

１Ｎ ？

①：Ａｘｘｘ ②：Ａｘｘｘｘ ③：ＡＪｘｘｘ ④：ＡＱｘｘｘ

ｘｘ Ｋｘｘｘ ＫＱｘｘ Ｋｘｘ

Ｊｘ ｘｘ Ｊｘ ｘｘ

Ｑｘｘｘｘ ｘｘ ｘｘ ＫＪｘ

２Ｃ ２Ｈ ２Ｄ ２Ｄ
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１－基本

99-2-5-1

第５課 パストハンドビッディング

１：サードハンドライトオープン

しばしばサードハンドで、通常の強さが無いにもかかわらず、オープンする事があります。

それを と言います。 その狙いは；サードハンドライトオープン

（１）もし自分達の方が強い場合は、 が得られる。パートスコア

自分達の方が弱い場合では；

（２） 強いる。オポーネントにディフェンシブビッドを

（３） 知らせる。パートナーに良いリードを

（４）オポーネントに全体の強さの判断を難しくさせる。

サードハンドライトオープンする時の注意点としては；

（１）出来ればリードショウイングになる こと。良いスートでオープンする

（２）バルネラビリティが不利な場合は用心すること。

（３） こと。パートナーのありそうなレスポンスに対して、パスする用意のある

（４）リビッドに困るアンバランスハンドの５枚スートは、 こと。ウィーク２オープンも考える

（＊）プリエンプティブオープンするようなハンドの場合は、通常よりも積極的にオープンします。

はっきりと自分達側が弱いことが判っているときは気楽なものです。

４Ｈ、４Ｓオープンは、スラムが無いと思う程度の強いハンドの事も有ります。

（例１）ノンバル ： Ｐ （P ） ？

①：ＡＪｘｘｘ ちょっとオープンしてみましょう。 １０ＨＣＰありま

Ｋｘｘ すし、バランスハンドですから、１Ｓでオープンします１Ｓ

Ｑｘｘ パートナーから何が返ってきてもパスする予定です。

ｘｘ 気分はパートスコア狙いです。

②：ＡＫＪｘｘ ウィーク２Ｓでオープンしてみましょう。

ｘｘ リードショウイング、ちょっとしたプリエンプティブと２Ｓ

ｘｘ して効果を発揮することもあるでしょう。

ｘｘｘｘ 黙ってパスでは面白くありません。

③：ＡＱＪｘ ５枚メジャーの約束でも、三番手では自由なのです。

ｘｘ どうせ深刻なオープンではありません。 １Ｃオープン１Ｓ

ｘｘｘ は１Ｈレスポンスでリビッドする気分になりません。

Ｋｘｘｘ サブミニマムオープンは、できるだけ良いスートで。

④：ｘ １２点以下でオープンする時は、パートナーのレスポン

ＫＪｘｘ スにパス出来る予定が必要です。 このハンドは、パーパス

ＫＱｘｘ トナーから１Ｓレスポンスされたら困ってしまいます。

Ｑｘｘｘ １Ｎリビッドはちょっとバリュー不足ですし。

⑤：Ｑｘｘ こんなハンドなら何が返ってきてもパス出来ますから、

Ａｘｘ ちょっと１Ｃオープンしてみましょう。 何か良いこと１Ｃ

Ｊｘｘ があるかもしれません。 パートスコアが取れるかもし

ＫＪｘｘ れませんし、オポーネントへの牽制にもなります。
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１－基本

99-2-5-2

⑥：ｘ ５枚ですが、ウィーク２オープンしてみましょう。

ＫＱＪｘｘ １Ｈオープンしないのは、パートナーから１Ｓレスポン２Ｈ

Ｋｘｘｘ スが来た場合に２Ｄリビッドをしたくないからです。

Ｊｘｘ

⑦：ｘｘ 三番手ですから、怖がらすに３Ｃオープンでプリエンプ

ｘｘ ティブを試みましょう。 オポーネントのゲームはほぼ３Ｃ

Ｋｘｘ 確実と思われます。 オポーネントに楽にビッドをさせ

ＱＪｘｘｘｘ る必要はありません。 抵抗してみるのです。

⑧：ｘｘ パートナーが既にパストハンドですから、スラムの可能

ＡＱＪｘｘｘｘ 性は低いです。 ４Ｈオープンをして、オポーネントに４Ｈ

ＡＱｘ プレッシャーを掛けます。 このように三番手では強い

ｘ プリエンプティブゲームビッドと言うのがあります。

２：サードハンドマイナーオープンに対するレスポンス

（注意点）

（１） 。パストハンドのニュースートレスポンスは、フォーシングでは無い

（２）１Ｎレスポンスは、４枚以上のメジャーを持ってないバランスハンドで、６－１０。

（３）２Ｎレスポンスは、４枚以上のメジャーを持たないバランスハンドで、１１－１２。

（４） 。ジャンプシフトは、５枚以上の良いスートと４枚以上のサポートのある、９－１２

（例２）ノンバル ： （P ）１Ｃ（P ）Ｐ

？

①：Ｑｘｘ インバーティドマイナーレイズを使っている場合なら、

ｘｘ パストハンドでも同じように使いましょう。２Ｃ

Ａｘｘ ちなみに、オープンしなかったハンドですから、丁度

ＫＪｘｘｘ インビテイションのハンドを表します。

②：ＡＫＪｘｘ 普通に１Ｓレスポンスをすればいいのです。 パストハ

Ｑｘｘ ンドだからとジャンプする必要はありません。 一般に１Ｓ

ｘｘ パストハンドのジャンプシフトは、オープンしたスート

Ｊｘｘ にサポートを保証（ という）します。フィットジャンプ

③：ＡＱｘｘｘ 理想的なパストハンドのジャンプシフトのハンドです。

ｘｘ フィットが無ければ、単に１Ｓレスポンスです。２Ｓ

ｘｘ

ＫＪｘｘ

④：ｘ ２Ｈのパストハンドジャンプシフトレスポンスで、自分

ＫＱｘｘｘ のハンドを表現しきります。 三番手でオープンしてき２Ｈ

ｘｘ たパートナーが、ゲームの可能性を判断することになり

Ａｘｘｘｘ ます。

⑤：ＫＪｘ マイナーオープンに対しては、自然に２Ｎレスポンスを

Ｋｘｘ してインビテイションの強さを示しきります。２Ｎ

ＱＪｘ パートナーがサブミニマムオープンならギリギリのコン

Ｑｘｘｘ トラクトでしょうが、１Ｎレスポンスでは勿体無い。
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１－基本

99-2-5-3

３：競り合いのビッド

積極的に、テイクアウトパートナーがパストハンドの時の競り合いのビッドは気楽なものです。

です。ダブル、オーバーコールをして戦いましょう。 リードを知らせる（聞く）ことは重要

（例３）ノンバル ： Ｐ （1C） ？

①：ＡＱｘｘｘ 堂々の１Ｓオーバーコールのハンドです。 何も考える

ｘｘ 必要はありませんね。 １Ｓオープンするように、１Ｓ１Ｓ

Ｋｘｘ オーバーコールをすればいいのです。

Ｋｘｘ

②：ＫＱｘｘｘ パートナーが既にパストハンドですから、主導権は自分

ｘｘ の側にあります。 気楽に１Ｓオーバーコールして構い１Ｓ

Ｋｘｘ ません。 競り合いに持ち込めば何か良いこともあるで

ｘｘｘ しょう。

③：ｘｘ リードショウイング狙いです。 ４枚スートでオーバー

ＡＫＪｘ コールする場合はいろいろ状況を考えないといけません１Ｈ

ｘｘｘ が、パートナーがパストハンドで、良い４枚スートで、

Ｑｘｘｘ テイクアウトダブルに向かないハンドは理想的です。

④：Ｋｘｘｘ 軽いテイクアウトダブルを掛けて、世の中を賑やかにし

Ｋｘｘｘ てみるのです。 どうせ自分達の側には深刻な強さはなダブル

Ｋｘｘ いのは分かっていますから気軽。 「賑やかしダブル」

Ｊｘ と呼んでいます。

⑤：ＡＱｘ パートナーがパストハンドだから、掛けてみるのです。

Ｋｘｘ 競り合いで盛り上がるかもしれませんし、パートナーのダブル

Ｊｘｘｘ 長いスートが分かれば、自分がリードになった時の選択

ｘｘｘ に迷いません。

⑥：ＫＱＪｘｘ 三番手のウィーク２Ｓオープンをするように、ウィーク

ｘｘ ジャンプオーバーコールを試してみましょう。２Ｓ

ｘｘｘｘ １Ｓオーバーコールでも構いませんが、２Ｓの方が正直

ｘｘ で誤解がありませんから。 邪魔にも有効ですし。

⑦：ＫＱＪｘｘｘ パートナーがパストハンドで、ノンバルなら通常より頑

ｘ 張ったプリエンプティブを試みたいところです。 ２Ｓ３Ｓ

ｘｘｘｘ は普通ですから、３Ｓ位上乗せしとくと面白いかも。

ｘｘ

⑧：ＫＱＪｘｘｘｘ 三番手で４Ｓオープンを強いハンドでする事があるのと

Ａｘ 同様に、オーバーコールもゲームの高さの場合は、強い４Ｓ

ｘ ことがあります。

ＫＪｘ
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１－基本

99-2-6-1

第６課 ドゥルーリ２Ｃコンベンション

１：サード、フォースハンドメジャーオープンに対するレスポンス

（１）３、４枚サポートの６－９は、普通にシングルレイズします。

（２） します。３、４枚サポートの１０－１２のリミットレイズのハンドは、便宜的に２Ｃをビッド

（３） します。２枚以下のサポートの１０－１２は、一旦、１Ｎをビッド

オープナーが良い１３＋ならフォーシングパストハンドの１Ｎはノンフォーシングですが、

。１Ｎと同様に扱ってリビッドしますから、その時、２Ｎ（１０－１２）で誘います

Ｐ １Ｈ Ｐ １Ｓ

１Ｎ：２－、 ６－１２１Ｓ：２－、４＋

１Ｎ：２－、 ６－１２（セミフォーシング） ２Ｃ：３＋、１０－１２

２Ｈ：５＋、１０－１２２Ｃ：３＋、１０－１２（ドゥルーリ）

２Ｈ：３＋、 ６－９ ２Ｓ：３＋、 ６－９

４Ｈ：５＋、 ６－９ （プリエンプティブ） ３Ｓ：５＋、１０－１２

（例１）ノンバル ： （P ）１Ｈ（P ）Ｐ

？

①：ｘｘ 普通に１Ｎレスポンスをします。 ドゥルーリを使って

ｘｘ いる場合は、が長いときは気を付けましょう。１Ｎ

Ａｘｘｘ

ＫＪｘｘｘ

②：ＡＪｘ セミフォーシング１Ｎレスポンスと呼ばれています。

ｘｘ パストハンドですから、完全なフォーシングでは無くて１Ｎ

ＫＪｘｘ 三番手のオープナーが立派なオープンなら、普通にリビ

Ｑｘｘｘ ッドをしてきますから、その時に２Ｎで誘います。

③：Ａｘｘ 普通のシングルレイズです。 パストハンドだからと、

Ｋｘｘｘ 別に変わるところはありません。２Ｈ

ｘｘｘｘ

ｘｘ

④：ｘｘｘ パストハンドですから、便宜的なビッドは出来るだけ避

Ｑｘｘ けるようにします。 シングルレイズには弱いかな、と２Ｈ

ｘｘ 思っても、パストハンドでは積極的にレイズをしてしま

Ｋｘｘｘｘ いましょう。

⑤：ＡＪｘｘｘ ３、１０＋点ありますから、すぐにドゥルーリでそれ

Ｊｘｘ を示します。 １Ｓレスポンスはフォーシングではあり２Ｃ

ｘｘ ません。

Ａｘｘ

⑥：Ａｘｘ ドゥルーリでリミットレイズをしますが、トランプの枚

Ｑｘｘｘ 数の区別はありません。 シングルトンがある場合は、２Ｃ

Ｑｘｘｘｘ ３Ｈ 約束をすれば２Ｎのミニスプリンターを使うことも可能

ｘ （２Ｎ） ですが、慣れるまでは２Ｃで良いでしょう。
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１－基本

99-2-6-2

（例２）ノンバル ： （P ）１Ｓ（P ）Ｐ

？

①：Ｊｘｘ シングルレイズです。 パストハンドで無い場合は、

ｘｘｘ １Ｎフォーシングから２Ｓプリファーも考えられますが、２Ｓ

Ａｘｘｘ パストハンドでは、便宜的なつなぎビッドは避けます。

Ｊｘｘ

②：Ｑｘｘ ドゥルーリ２Ｃレスポンスで、リミットレイズのハンド

Ｋｘｘ を示しましょう。 パートナーが２Ｄ（ゲームトライ）２Ｃ

Ａｘｘｘ なら、単に２Ｓリビッドで無理はしません。

Ｑｘｘ

③：Ｋｘｘ シングルトンを評価して、すぐに２Ｃドゥルーリを

ｘ ビッドします。 パートナーが２Ｄのゲームトライには、２Ｃ

Ａｘｘｘｘ ２Ｓでおとなしくします。

Ｊｘｘｘ

④：Ｋｘｘｘ ４枚サポートの場合も区別はなくドゥルーリ２Ｃです。

Ｋｘｘｘ パートナーが２Ｄなら、４ありますから、３Ｓとジャ２Ｃ

ｘｘ ンプして大いにインビテイションします。

Ｋｘｘ

２：ドゥルーリ２Ｃに対してのオープナーのリビッド

（１） のミニマムオープンは、 をします。１２点以下 メジャーをリビッドし、サインオフ

（２） の微妙なハンドは、 します。１３－１５点 便宜的に２Ｄをビッドし、ゲームトライ

（３） でスラムに興味が無いハンドは、サッサと をします。１６点以上 ゲームビッド

（＊）ルーザーカウントで判断する目安は；悪い７ルーザー以上あれば、サインオフ。

悪い５～良い７ルーザーは、ゲームトライ。

良い５ルーザー以下ならば、ゲームビッド。

Ｐ １Ｓ Ｐ １Ｈ

２Ｃ ２Ｓ： ９－１２、 サインオフ ２Ｃ ２Ｈ： ９－１２、 サインオフ

２Ｄ：１３－１５、ゲームトライ ２Ｄ：１３－１５、ゲームトライ

４Ｓ：１６－１８、ゲームビッド ４Ｈ：１６－１８、ゲームビッド

（例３）ノンバル ： Ｐ （P ） （P ）１Ｓ

？２Ｃ（P ）

①：ＡＱＪｘｘ サブミニマムオープンですから、２Ｓリビッドでサイン

ｘｘ オフをします。 もし右手でダブル、２Ｄ、２Ｈが入っ２Ｓ

ｘｘｘ てきても、さっさと２Ｓをビッドして弱いオープンを示

Ａｘｘ します（ファーストアライバル）。 （８ルーザー）

②：ＡＫｘｘｘｘ ６、少し形もいいですから、４Ｓの可能性はまだある

ｘ でしょう。 ２Ｄでゲームトライします。 パートナー２Ｄ

Ｋｘｘ が２Ｓならパスしますが、３Ｓ、３Ｃ、３Ｄなら４Ｓを

Ｊｘｘ 挑戦するのも面白いでしょう。 （７ルーザー）
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③：ＡＱｘｘｘ 形が良いので２Ｄでゲームトライします。 この２Ｄは

ｘｘ 別にを示してるものではありません。 パートナーが２Ｄ

ＫＱｘｘｘ ２Ｓなら３Ｄとトライしてみたい。 （５ルーザー）

ｘ

④：ＡＪｘｘｘ １４ＨＣＰですが、バランス手で、強くない感じ。

Ｑｘ ２Ｓでサインオフしてしまって良いくらいです。２Ｓ

Ｑｘｘ （２Ｄ） バランスハンドは、なんせルーザーが多いですから。

ＡＪｘ ちなみに、８ルーザーもあるのです。

⑤：ＡＫｘｘｘ １３ＨＣＰですが、ちょっと形がいいので２Ｄでゲーム

Ｋｘｘ トライをします。 パートナーが２Ｓなら、３Ｃでもう２Ｄ

ｘ 一頑張りする予定。 （６ルーザー）

Ｋｘｘｘ

⑥：ＡＫｘｘｘ さっさとゲームビッドしてしまいます。 スラムの可能

ＡＫｘ 性はそんなに高いものではありません。 ２Ｎでフォー４Ｓ

ＫＱｘ （２Ｎ） シングすることも出来ます。 （５ルーザー）

ｘｘ

⑦：ＡＫｘｘｘ 形がいいので一気に４Ｓをビッドしていいハンドです。

Ｊｘ 何かで良いことが有れば、４Ｓは十分なチャンスです４Ｓ

ｘ （２Ｄ） から。 ２Ｄでトライする判断も構いません。 ２Ｄに

ＡＪｘｘｘ 対し２Ｓなら、３Ｃでトライします。 （６ルーザー）

⑧：ＡＫｘｘｘｘ 形の良い手ですから、良い日には何とかなるでしょう。

ｘ ６枚目のが大きなカードです。 大胆に４Ｓビッドし４Ｓ

Ａｘｘｘ （２Ｄ） て良いハンドですが、２Ｄのトライの判断も堅実です。

ｘｘ ２Ｄに対し２Ｓなら、３Ｄでトライ。 （６ルーザー）

３：ドゥルーリコンベンションの周辺

オポーネントが介入してきた時の事も少し約束（HANA式）しておきましょう。

（１） Ｐ （P ）１Ｈ（1S） ： 。 ３＋、１０－１２ドゥルーリ

約束が無ければ、５＋、９－１２になるかも。２Ｃ

（２） Ｐ （P ）１Ｈ（X ） ： 。 ３＋、１０－１２ドゥルーリ

こう約束しておきます。 よく出てきますから。２Ｃ

（３） Ｐ （P ）１Ｓ（X ） ： 。 ３＋、１０－１２ドゥルーリ

便利な約束です。２Ｃ

（４） Ｐ （P ）１Ｓ（1N） ：ナチュラルな５＋、６－９（ＮＦ）

２Ｃ １Ｎオーバーコールに敬意を表しておきます。

（５） Ｐ （P ）１Ｓ（2C） ：ネガティブダブル（４＋、７＋）

Ｘ ２Ｃ（ドゥルーリ）の代わりでは有りません。

のサポートがあり、インビテイションしたいハンドは、

をします。３Ｃのインビテイショナルキュービッド
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第７課 リバースビッド

１：リバースビッドの定義

（＊）基礎ブリッジによると；

「最初にビッドしたスートよりランクの上のスートを、２の代以上で、強制されたのでなく

リビッドする事。 初めのスートに戻す時、自動的に３の代に達することになるビッド。」

（＊）内容的には；

「 。」パートナーのスキップしたスートを敢えて紹介するビッド

リバースビッドは、パートナーがそのスートをスキップしたところのスートを敢えて紹介しよう、

というのですから、 のです。そのリバースするスートのフィットが見つかる可能性はまず少ない

もし、リバースしたスートがフィットしているなら、そのスートはレスポンダー自身が後に紹介しよ

うという心づもりがある筈です。 わざわざ、オープナーから紹介しないとフィットを見つけ損なう

ということはありません。 従って、リバースビッドの目的は、リバースするスートのフィットを見

つけよう、と言う直接的意味では無しに、他の別の意味が込められてるのです。 それは、主に

「 」、「 」、「 」という内容を示す目的余力が有る 初めのスートは５枚以上ある アンバランスハンド

でリバースビッドはされるのです。

２：オープナーのリバースビッドの種類

（Ａ）１／１に対するリバースビッド（１８＋）殆どゲームフォーシング

ａ）１Ｃ １Ｈ ｂ）１Ｃ １Ｓ ｃ）１Ｃ １Ｓ ｄ）１Ｄ １Ｓ

２Ｄ ２Ｄ ２Ｈ ２Ｈ

（Ｂ１）２／１に対するリバースビッド（１５＋）スラムの可能性

ａ）１Ｄ ２Ｃ ｂ）１Ｄ ２Ｃ ｃ）１Ｈ ２Ｃ ｄ）１Ｈ ２Ｄ

２Ｈ ２Ｓ ２Ｓ ２Ｓ

（Ｂ２）２／１に対するリバースビッド（１５＋）スラムの可能性

《注意：スキッピングレベルのビッドと基礎ブリッジでは呼んでいます。》

ａ）１Ｈ ２Ｄ ｂ）１Ｓ ２Ｄ ｃ）１Ｓ ２Ｈ ｄ）１Ｓ ２Ｈ

３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ ３Ｄ

（Ｃ）１Ｎに対するリバースビッド （１８＋）ゲームフォーシング

ａ）１Ｃ １Ｎ ｂ）１Ｃ １Ｎ ｃ）１Ｃ １Ｎ ｄ）１Ｄ １Ｎ

２Ｄ ２Ｈ ２Ｓ ２Ｈ

ｅ）１Ｄ １Ｎ ｆ）１Ｈ １Ｎ

２Ｓ ２Ｓ
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３：（Ａ）１／１に対するリバースビッドの条件

ルール１： です。５－４なら１８ＨＣＰ以上、６－４なら良い１６ＨＣＰ以上、の強さが必要

ルール２： を保証します。ファーストスートは、良い５枚以上のスート

リバースしたスートは、希に３枚の事もあります。 ６３３１の形の時。

ルール３： 。バランスハンド（４４３２とか）では、リバースビッドはしません

バランスハンドでは、弱いスートがあっても、２ＮＴリビッド（18-20）します。

（例１）ノンバル ： （P ）１Ｓ（P ）１Ｃ

？

①：Ｑｘ 入門したての時、２Ｈと単純に４枚あるとこをリビッド

ＡＱｘｘ し「それはリバースよ」と注意される風景は懐かしい。１Ｎ

ｘｘｘ 弱いは気にせず、自分のハンドを表現します。 １Ｎ

ＡＪｘｘ リビッドです。 特に 。バランスハンドはＮＴリビッド

②：Ｑ 選択は、１Ｎ、２Ｃからです。 自発的にリビッドする

ＡＱｘｘ ２Ｃは、６枚欲しいところですから、潰しの利く１Ｎ１Ｎ

ｘｘｘ リビッドを奨めます。 勿論２Ｈリバースは無理です。

ＡＪｘｘｘ

③：Ｋｘ ４５なら、２Ｈリバースをするにはこの位の強さが

ＡＫｘｘ 必要です。 ４－５なら１８点以上を目安にしよう。２Ｈ

ｘｘ を良い５＋、アンバランスハンド、１８点以上の条件

ＡＫＱｘｘ どれも立派に満たしています。

④：Ｋｘ １８ＨＣＰありますから、２Ｈリバースも可能ではあり

ＡＱｘｘ ますが、２Ｎリビッドを奨めます。 の内容が悪いで２Ｎ

ＡＱ すし、短いスートにアナーが集中してますから、気分は

ＱＪｘｘｘ ２４３４の１９点といった所なのです。

⑤：ｘ １６ＨＣＰですが、綺麗な６－４ありますから、２Ｈの

ＡＫｘｘ リバースビッドしていいでしょう。 プランは；２Ｓ→２Ｈ

ｘｘ ３Ｃ（ＮＦ）、２Ｎ→３Ｃ（ＮＦ）、３Ｃ→３Ｄ、

ＡＫＱｘｘｘ ３Ｄ→４Ｃ、３Ｈ→４Ｃなどを予定しています。

⑥：Ａｘｘ ３Ｃのジャンプリビッド（６、１６－１８）には勿体

ＡＫｘ ないハンドですから。 便宜的にリバースして強さを表２Ｈ

ｘ 現してパートナーのリビッドを待ちます。 ２Ｓ→３Ｓ

ＡＫｘｘｘｘ ２Ｎ→３Ｃ、３Ｃ→３Ｓ、３Ｈ→３Ｓの予定です。

⑦：Ｋｘ 弱いが気になるかもしれませんが、そんな細かな事は

ＡＫｘｘ オープナーのリビッドでは気にすべきではありません。２Ｎ

ｘｘｘ 単純に２Ｎで、１８－２０、バランスを示します。

ＡＫＱｘ ２Ｈリバースは、５－４以上のアンバランスハンド。

⑧：Ｑ 悩ましいハンドです。 今からの選択は、１Ｎ、２Ｃ、

ＡＱｘｘ １Ｎオープン ２Ｈからです。 どれもキズの部分があります。

始めのオープンの時に、１ＮでＫｘｘ リビッドを考えますと、

ＡＪｘｘｘ 、のがお奨め。 まあいいのです。オープンしちゃう
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１／１に対するリバースビッドからの展開

１／１リバースされたレスポンダー側のリビッドは；

オープナーのファーストスートの良いサポートがあればそれを知らせます。（ＧＦ）第一に、

初めにレスポンスしたスートが５枚あればそれを知らせます。（Ｆ）第二に、

リバースビッドは完全にはゲームフォーシングでは無いのですが、実際上では、ゲーム以下ではな

初めはわかりやすく１／１のリバースはゲームフォかなか止まりにくい展開になります。 従って、

のがいいでしょう。 慣れてきたら、「 」と呼ばれる方式ーシングで扱う ストラクチャードリバース

を採用してビッドするといいでしょう。

「ストラクチャードリバース」の約束事：

（＊） を示すレスポンダーのフォーススートと２Ｎで、安い方のビッドは弱い（７点以下）ハンド

特別な約束。 通常のフォーススートゲームフォーシングとは全く違う約束の仕方です。

（例２）ノンバル ： １Ｃ（P ） （P ）１Ｓ

？２Ｈ（P ）

①：ＫＪｘｘ 良い３枚がありますから、３Ｃでサポートを示してあ

ｘｘ げます。 この で、３Ｃ ３Ｃは建設的なゲームフォーシング

Ｑｘｘｘ オープナーは、３Ｎ、５Ｃのゲームを目指します。

Ｋｘｘ 展開は；３Ｄ→３Ｎ、３Ｓ→５Ｃ、３Ｎ→パス。

②：Ａｘｘｘｘ 単に２Ｓリビッド（５＋、６＋点、Ｆ）をします。

Ｊｘｘ この２Ｓはワンラウンドフォーシングです。 予定は；２Ｓ

Ｊｘｘ ２Ｎ→パス、３Ｃ→パス、３Ｈ→４Ｈ、３Ｓ→４Ｓ、

Ｊｘ ３Ｎ→パスです。

③：Ａｘｘｘ ２Ｎとビッドしておきます。 この２Ｎはノンフォーシ

Ｊｘｘ ングです。 もし９点以上有る場合は、３Ｎリビッドを２Ｎ

Ｑｘｘｘ しておくのが確実です。 ２Ｎの後；３Ｃ→パス、

ｘｘ ３Ｄ→３Ｎ、３Ｈ→４Ｈ、３Ｓ→３Ｎ、３Ｎ→パス。

④：ＡＱｘｘｘ を素直にレイズします。 この３Ｈレイズは建設的な

Ｑｘｘｘ ゲームフォーシングです。 ３Ｈレイズに対して；３Ｈ

ｘｘｘ ３Ｓ→４Ｓ、３Ｎ→パス、４Ｃ→４Ｈ、４Ｈ→パス。

ｘ （３Ｓ、３Ｎの場合、３３１６の形かもしれません。）

（例３）ノンバル ： １Ｃ（P ） （P ）１Ｈ

？２Ｄ（P ）

①：Ｊｘｘｘ 今回、 、２Ｎとフォーススート（２Ｓ）で安い方は２Ｓ

ＡＪｘｘ です。 ストラクチャードリバースの約束２Ｎ 高い方は２Ｎ

Ｋｘｘ では、安い２Ｓは弱いハンド（７点以下）、高い２Ｎは

ｘｘ 良いハンド（８点以上）を表します。

②：Ｊｘｘｘ 従って、 し①は良いハンドですから、高い２Ｎをビッド

Ｋｘｘｘ ます。 。２Ｓ ②は悪いハンドですから、安い２Ｓをビッド

Ｑｘｘ この２Ｓに対し；２Ｎ→パス、３Ｃ→パス、３Ｄ→３Ｎ

ｘｘ ３Ｈ→３Ｎ、３Ｓ→３Ｎの予定です。

１－基本
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４：（Ｂ）２／１に対するリバースビッド（１５＋）について

２／１レスポンスで既に（ＧＦ）されていますから、リバースビッドは、良いゲームを捜すのみな

らず、次なる狙い、スラムへのアプローチとして扱いますので、ハンドパターン（４＆５＋）と共に、

となります。強さの余力（１５＋）を示す約束

２／１レスポンスに対して、３の代の新しいスートビッドもリバースビッドで、余力を示します。

。（５＆４＋）でも余力が無ければ、無理せずにオープンしたスートをリビッドしていてよろしい

（例４）ノンバル ： （P ）２Ｄ（P ）１Ｓ

？

①：ＡＪｘｘｘ ３Ｃをビッドしてはいけません。 リバースビッドにな

ｘｘ り、５４の１５点以上の余力を示すことになってし２Ｓ

Ｑｘ まいます。 ます。５枚ですが、単に２Ｓを繰り返し

ＡＱｘｘ これは自発的にリビッドしているのではありません。

②：ＡＪｘｘｘｘ 自然に紹介できるがありますから、２Ｈリビッドをし

ＫＪｘｘ ておきます。 ここで４枚を紹介しておかないと、２Ｈ

ｘ パートナーは、こちらに４は無いと思うでしょう。

Ｋｘ です。２Ｈリビッドに余力は不要

③：ＡＫｘｘｘ １６点ありますから、堂々と３Ｃリビッドします。

Ｊｘ 予定は；３Ｄ→４Ｄ、３Ｈ（止まってる？）→３Ｓ、３Ｃ

Ｑｘ ３Ｓ→４Ｓ、３Ｎ→パス、４Ｃ→４Ｓ（キュー）。

ＡＱｘｘ

３Ｃでなく我慢して２Ｓリビッド④：Ｑｘｘｘｘ ５５ありますが、

Ａｘ をしましょう。 予定は；２Ｎ→３Ｃ（ここで紹介）、２Ｓ

ｘ ３Ｃ→４Ｃ、３Ｄ→３Ｎ、３Ｈ→３Ｎ、３Ｓ→４Ｃ。

ＡＱｘｘｘ 。２／１レスポンスに対し、リビッドはウェイティング

１Ｄ－２Ｃシークエンスも、同じ要領をお奨めします。 リバースは５－４以上の余力有り。

バランスハンド（４３３３、４４３２）では；１２－１４→２Ｎ、１８－２０→３Ｎです。

ちなみに、１５－１７のバランスハンドは、初めに１Ｎオープンされています。

（例５）ノンバル ： （P ）２Ｃ（P ）１Ｄ

？

①：ＡＱｘｘ １５点以上の余力があり、４５ですから、２Ｓのリ

Ｋｘｘ バースビッドをします。 予定は；２Ｎ→３Ｎ、３Ｃ→２Ｓ

ＡＫｘｘｘ ３Ｎ、３Ｄ→３Ｎ、３Ｈ→３Ｎ、３Ｓ→４Ｄです。

ｘ

②：Ａｘｘｘ 余力がありませんから、単に２Ｄとリビッドします。

Ｑｘｘ ゲームフォーシング２Ｃだからと、何でも有るものを言２Ｄ

ＡＱｘｘｘ えばいいと言うわけではないのです。

ｘ

③：ＡＱｘｘ こんなハンドは、単純に２Ｎとミニマムバランスハンド

Ｊｘ であることを示せばいいのです。 が弱い事は気にし２Ｎ

ＡＪｘｘ ません。 ちなみに、３２５３の１３ＨＣＰなら、２Ｄ

Ｊｘｘ リビッドをします。

１－基本
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