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　2014年4月1日より、消費税が5％から8％へと引き
上げられた。これは、2013年10月1日の閣議で決定さ
れたことであるが、同年10月8日付けの世論調査では
51.0％が「支持する」、43.7％が「支持しない」と回
答しており、多くの国民が快く増税を受け入れた上で
の施行とは言い難い。消費税という家計にダイレクト
に影響を与える税金が引き上げられるということで、
特に主婦や低所得世帯からの非難の声が目立った。 

　第一生命経済研究所試算によると、消費税が8％増
加することによる家計の負担は以下の通りである。 

　そもそも消費税増税とは何を理由として決定された
のか。それは、一言で言えば政府の財源不足を国民全
体で補うためである。 
　少子高齢化が進む中で、特に社会保障に関する財源
確保が懸念されている。しかし所得税や法人税を引き
上げてしまうと、現役世代への負担過多となってしま
う。そこで、高齢者を含めて国民全体で広く負担する
消費税を増税することが、特定の者に負担をかけるこ
となく財源を確保できると考えられたのである。 
　また、ここ10年間の記録を見ると、所得税や法人税
の税収はその時々の景気に左右されがちであるが、消
費税は比較的安定しており、景気に左右されづらいと
いった見解も理由の一つとして挙げられる。 

いよいよ消費税8％へ
　しかし、全ての人から徴収できる消費税には、そ
うであるがゆえに低所得者ほど税負担が重くなる逆
進性の問題がある。 
　これには生活必需品などの消費税率を低く抑える
軽減税率がその対策として検討されており、自民、
公明両党も昨年12月にまとめた26年度与党税制改正
大綱の中で、軽減税率を導入する方針を盛り込んで
いる。しかし、導入時期については「消費税10％
時」といった表現にとどまっている。 
　また、軽減税率についてはどの品目を非課税にす
るのかという部分で政治利権になる恐れや、そもそ
も低所得者の負担軽減対策としては有効性が低いの
ではないかとの声があり、不安要素は多い。 

　消費税増税により懸念されることは数多くある
が、8％への増税はすでに施行されている。ひとまず
私たちにできるのは、政府の決定がどのような結果
を招くのか見守ることである。 
　しかしながら2015年10月には、日本経済の景気動
向が順調であることが確認されれば消費税が10％に
まで引き上げられる予定だ。その決定を政府は、景
気対策などを臨機応変に行う期間を確保するために
2014年12月に下すとしている。 
　それまで私たちは増税に愚痴をこぼしてばかりで
はいられない。8％への引き上げがどういった影響を
もたらし、どういったメリットとデメリットを持つ
のか、冷静な目で見て考えていく必要があるだろう 

【参考URL】 
http://consumption-tax.biz/

http://seiji.yahoo.co.jp/close_up/1318/

http://thepage.jp/detail/20131213-00000004-
wordleaf

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140104/
trd14010415300007-n1.htm


http://trendstyle96.net/archives/3024



　　　　　　　　　　　　　大塚成美 (Hijicho)
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　最近注目を集めているLCC、この言葉、読者の皆さ
んも一度は耳にしたことはあるのではないだろうか。 
LCCとは格安航空 (low-cost carrier) のことであり、機
体の効率化の向上によって低い運航費用を実現し、低価
格かつサービスが簡素化された航空輸送サービスを提
供する航空会社である。現在日本国内のLCCはPeach、
ジェットスタージャパン、バニラエアの3社があり、今
年の春 (予定) からは春秋航空日本も加わる。このうち
関西には関西国際空港にPeach、ジェットスタージャパ
ンが就航している (国内線)。 

関空はLCCの路線網が豊富！ 
　関西の空の玄関口である関西国際空港は、国内最大
のLCCの路線網を持つ空港であることをご存じだろう
か。2014年2月28日現在国内外合わせて10社20都市に
就航しており、これは国内最大の規模である。便数、
就航都市数ともに増加傾向にある。 

関西国際空港に就航するLCCの路線一覧 (2014年3月
10日現在) 
国内線 
Peach：新千歳 仙台 成田 松山 福岡 長崎 鹿児島 那覇 　　 
　　　   新石垣 
ジェットスタージャパン：新千歳 成田 福岡 那覇 
国際線 
Peach：ソウル 釡山 台北 香港 高雄 
ジェットスター航空：シンガポール  ケアンズ  
    シドニー メルボルン (2014年3月30日就航開始予定)    
    ゴールドコースト (2014年5月7日をもって運休予定) 
ジェットスターアジア航空：シンガポール 台北 マニラ 
香港エキスプレス航空：香港 
エア釡山：釡山 
済州航空：ソウル 
エアアジアX：クアラルンプール 
セブパシフィック航空：マニラ 
イースター航空：ソウル 
春秋航空：上海 (2014年3月15日就航開始予定) 

国内線ならオフシーズンは往復1万円
以下が当たり前 
　関空を拠点とするピーチの最低運賃は以下の通りだ 

　新千歳　　 　4,590円 
　仙台　 　4,390円 
　東京 (成田) 　3,790円 
　松山　　 　3,290円 
　福岡　　 　3,590円 
※いずれも3月10日現在の関空発の運賃。上記運賃は、
～2014年10月25日搭乗分の１席あたりの片道運賃。支
払手数料、空港使用料等は別途必要となり、手荷物の
お預け、座席指定には別途料金がかかるので注意。
(http://www.flypeach.com/jp/ja-jp/fares/
faretype.aspx) 

上記のとおり国内線はほとんどの区間が往復一万円以
下で行けることがわかる。月に何度か行われるセール
を利用すると、さらに安くチケットを手に入れること
ができる。ちなみに東京まで新幹線の運賃が片道自由
席で13,240円、4列シートの夜行バスが片道およそ
4000円～5000円である。LCCがいかに安いかがお分か
りになるだろう。 
　また、ジェットスター航空は最低価格保証という
サービスがあり、同一区間、同一時間帯の他社の航空
便よりも常に安い価格でジェットスター航空で乗るこ
とができる。 (一定の条件あり) 
(http://www.jetstar.com/jp/ja/what-we-offer/our-
guarantees/price-beat-guarantee) 

海外も安い！シンガポールまで往復 
3万円足らず！？ 
　近隣諸国の韓国、台湾、中国などはもちろん、LCC
を乗り継ぐことで東南アジアをはじめ、世界各国へ破
格の値段でいくことができる。上記では、シンガポー
ルまで往復3万円足らずと書いてあるが、セールなどの
プロモーション価格ではよりやすく購入できるチャン
スがある。また、LCC同士の乗り継ぎはリスクが高い

LCCを使って、手軽に旅行を！

長崎　　 3,590円 
鹿児島　 4,290円 
沖縄 (那覇) 4,590円 
石垣　　 6,190円

。
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ぎはリスクが高いと思われがちだが、エアアジア航
空では同社のハブ空港であるクアラルンプール国際空
港でスムーズに乗り継ぐことのできるフライ・ス
ルーというサービスを提供しており、快適に乗り継
ぐことができる。 

なぜLCCはここまで安くできるのか 
1：予約は旅行会社を通じてではなく、個人での
WEB予約が主流 
　大手航空会社はチケットを自社のwebサイトでの
販売や電話を使った販売や旅行会社を通じての販売
など、多様な販売ルートを持っている。それに対し
て、格安航空会社LCCは、コストのかからないウェブ
サイトのホームページでの販売が中心であり、個人
利用者に焦点を当ててチケットの販売を行ってい
る。こういった販売によって、シンプルにかつコスト
を抑えているのである。チケットの予約は各航空会
社のＨＰから行うことができ、やり方も各社によっ
て差はあるものの、簡単で分かりやすいものが多
い。 

2：受託手荷物は有料 
　大手航空会社の場合、エコノミークラスで15kgか
ら20kg程度の荷物は無料で預けることができる。し
かしLCCは、こうした制度を取っていない場合が多
く、機内持ち込みの荷物は無料だが (個数、大きさな
どに制限あり)、受託手荷物料金を厳格に徴収する。
多くの場合は予約時に受託手荷物の有無を申告する

必要がある。もちろん予約時に申告しなくても空港で
受託手荷物の手続き自体はできるが、予約時に申告す
るよりもはるかに高い手数料がかかるので注意だ。荷
物が多くなることが予想されるときはあらかじめ予約
時に受託手荷物があることを申告しておいたほうがい
いだろう。 

3：機内サービスの省略と有料化 
　LCCでは、機内食をはじめ飲み物などのサービスも
有料の場合が多い。機内で有料の食事を販売してお
り、必要に応じて購入する。こうしたものを全て別料
金にすることで、本体価格を下げているのだ。機内販
売の種類はかなり豊富で食べるものには困ることはな
いだろう。 
　機内のエンターテインメントも省略されている。大
手航空会社では無料で提供されることが多い、映画や
音楽のサービスが全くなかったり、あっても有料であ
ることが多い。ただしピーチでは「high♪」という無
料で映画・アニメ・ゲーム・ニュースなど配信する
サービスを提供している。 
　ひざ掛けや毛布、ブランケットの類も用意されてい
ないか、有料の場合が多い。有料ならまだしも、用意
されていないと、機内が寒かったときに困るので、
LCCに乗るときは、上着を多めに持っていくことをお
勧めする。 

4：搭乗は簡易に 
　通常は飛行機に搭乗する際にはターミナルから直接
飛行機に搭乗できるボーディングブリッジを利用する
ことが多いが、LCCでは経費を少しでも削減するた
め、ターミナルから飛行機へはバスを利用したり、徒
歩で移動することが多い。ちなみに関西国際空港の
LCC専用の第2ターミナルではターミナルから徒歩で移
動する。雨天時などは濡れたりして大変な場合もあ
る。 

5：座席はモノクラスで狭め 
　長距離のLCCなどではビジネスクラスなども設けて
いるケースもあるが多くの場合、エコノミークラスだ
けの場合が多い。またシート間の間隔は、大手航空会
社のそれと比べ、やや狭め。 
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6：機材はフル稼働なので機材繰りが厳しい 
　LCCは保有する機材をフルに活用して多くの便数を
確保するため、機材繰りに余裕がないことが多い。つ
まり、一度遅れが出てしまうと、一日中その遅延の影
響が出てしまうことがあるのだ。また機材繰りのため
に欠航することもある。 

欠航率は低いが・・・ 
　国土交通省が発表した2013年度7月から9月までの
国内航空会社の欠航率と遅延率は次のとおりだ。 

　　　　　　　　　 遅延率　　    欠航率 
日本航空  6.32  0.78 
全日空   8.24  0.84 
スカイマーク  15.45  0.85 
ピーチ   16.12  0.16 
ジェットスター 8.21  1.13 
※バニラエアは未就航 

　上記のデータを見るとおり、欠航率は日本航空など
の大手航空会社よりも数値はよいものの、遅延率はや
や多い。上記で述べたとおり機材繰りに余裕がなく、
一度遅延が出てしまうと取り返しがつかなくなるから
だ。LCCを利用するときは時間に余裕を持たせてお
くほうがよいだろう。 

少しでも安い運賃で手に入れるた
めには・・・ 
　セールを利用すれば安く手に入れることができ
るが、安い座席には限りがあり、手に入れるのは
なかなかの至難の業である。すこしでもはやく
セールの情報を手に入れるためには、LCC各社の
メールマガジンを登録したり、Facebookや
Twitterのアカウントをこまめに見るようにすると
チャンスが増える。セールの情報はこれらの媒体
を使って予告されることが多いからだ。 
また Skyscanner というアプリも便利である。
このアプリは世界中の航空会社のフライトを検索
できるほか、異なる航空会社間の乗り継ぎや片道
運賃などのさまざまなケースに対応し、さらにそ
れぞれの価格比較などが簡単にできる優れもので
ある。検索方法も日付、出発地、到着地、人数を
入力するだけでとても簡単に使える。どのフライ
トにするかを選択すれば、各社の予約のページに
飛ぶこともできる。 

　日程の融通が利き、まとまった時間をとりやす
いがお金の余裕がない大学生にとって、LCCはま
さにうってつけの存在ではないだろうか。読者の
皆さんもLCCをうまく利用していろいろな場所へ
飛び立ってみるのもいいのではないだろうか。 

町田和紀 (Hijicho)

目当てのBOXはどこに？BOXマップ
Hijichoでは、大阪市立大学・杉本キャンパスにおける各部活・サークルのBOXの配置を示した「BOXマッ
プ」を作成しました。ぜひご活用ください。
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http://hijicho.com/?p=12711

右のQRコードをスキャン！ 
ニュースサイト「Hijicho web」には 
他にも紙面未掲載の記事や最新記事が 
盛りだくさん。写真もすべてカラーで 
ご覧いただけます。 
アクセスして、ぜひブックマークを！ 
http://hijicho.com
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人との繋がりを大切に 
―先生の研究内容についてお聞かせください。 
　15世紀から17世紀の日本の都市史、具体的には大
阪、京都、堺などの大都市や、新潟県、山口県、九
州、静岡県などの中小規模の都市について研究してい
ます。城下町、港町、自治都市など、いろいろな種類
の都市を扱っています。主に文字の史料を基にしてい
ますが、現地を歩くのが好きなことから地理学的なこ
とにも、考古学の発掘成果に基づいた都市景観の復元
にも興味があります。 
　30年間、フィールドを変えながら研究してきました
が、国家史、政治史の対極にある地域社会史の研究が
大切だと考えています。戦国大名が歴史を動かしたと
思われていますが、そのような「大人物」を生み出し
た社会的な背景にこそ意味があるのです。例えば、ど
うしてトップクラスの武家出身ではない織田信長が日
本を統一できたのか、分析することで戦国時代が日本
の歴史の中で持っていた大きな意味合いが明らかにな
ります。個人の歴史ではなく、個人を生み出した社会
の歴史、社会の変化、本拠をおいた都市の動向などを
解明することがおもしろいと思います。 
　大阪、京都という2つの都市に自分の学問的、生活
的基盤があり、どちらも客観的に見ることができると
いうメリットは、自分の研究の中で大きいですね。 
また、実際に現地をあちこち回るのが自分の研究のス
タイルで、時には大学院生、学生を連れて足を運びま
す。それぞれの博物館などの研究者との交流を通じて
地域の歴史を学んだり、相手の依頼を受けて研究を進
めたりすることもあります。フットワークは軽い方だ
と自負しています。  

―そのフットワークの軽さから、実際に住民の間に
入って活動されたこともあるそうですね。 

　尼崎市富松地区では、富松城の土塁 (城壁) の一部が
残っています。城の意義について講演してほしいとい
う依頼を受けて、地元に伝わる絵図を元に城が生き生
きと栄えているときの様子を推定地図上に復元し、小
学校で地域の皆さんに向けて講演をしたんです。おか
げさまで城の重要性が多くの方々に知られるようにな
り、今も土塁が壊されずに残っているところを見る
と、地域の文化財保存のための力になれたのではない
かと思いますね。 研究者として一方的に研究を進める
のではなく、実際に神社の神主さんや地域で保存運動
をされているリーダーの方など一般の方に話を聞きま
した。地域の人の近くに立って活動をすることで、人
と人との繋がりを感じることができます。 実際にあち
こちでお世話になっていて、人との繋がりが、自分が
研究を進める上での大きな財産となっていますね。 

―先生の趣味は何ですか。 
犬を2匹飼っているんですけど、朝に散歩を連れて行く
ことが私の日課となっています。出会った人と挨拶を
しながら歩くのは、すがすがしいです。体を動かすた
めに、テニスも週1、2回しています。 あとは、大河ド
ラマや歴史映画を、つい専門的な目線で見てしまいま
す。最近の大河ドラマは突っ込みどころ満載ですね。 

歴史と文化が根ざすまち、住吉 
―市大生に知ってほしい、住吉区の魅力は？ 
　明治以降、大阪、堺が鉄道で結ばれていく中で大阪
に取り込まれてしまうまでは、住吉は住吉大社を中心
に一つの世界として独立していました。 大阪が拡大し
て取り込まれてしまった後も、独自の文化を持った地
域であることは間違いありません。高級住宅街である
帝塚山、大阪南部の発展のシンボルとして建てられた

教 授 が 語 る 夢 
文学研究科・仁木宏教授 

　市大の様々な教授にインタビューをし、個人的な夢や思
想を聞くことで教授自身のことを追究していくこのコー
ナー。第9回は大阪市立大学文学研究科の仁木宏教授にお
話を聞きました。仁木教授は、自身の研究の一環で大学近
辺の歴史について研究されており、地域のフォーラムなど
にも度々登壇し大学と地域の連携に貢献されています。  
仁木教授のプロフィールは大阪市立大学大学院文学研究科
日本史研究室のHPにてご覧いただけます。  写真＝仁木宏教授

(笑)
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市大などがあり、文化的歴史的に固有の資源を持つ
地域だと思います。あまり研究が進んでいませんが、
今でも探せばそうした名残があちこちで発見できま
す。市大生や地元の人には、住吉という地域に誇りを
持ってほしいですね。ここには、他の土地にはない歴
史・文化の深さ、伝統があります。 
　大阪市立大学は現在、国際化、グローバル化を謳
い、世界の大学ランキングの上位に昇ろうという大
学の方針がありますが、一方で、地域の中でどのよう
な立ち位置であり続けるかも重要です。大学の近くに
も古文書が残されてきたのに今まで市大の教員があ
まりそれらに注目してこなかったのは残念なことで
す。地域の古い歴史を、大学の研究者が解明し、市民
の皆さんに語っていくことは大事だと思います。遠里
小野、我孫子、苅田などは中世の史料にも断片的に
出てきます。昨年授業で扱った遠里小野もそうです
が、地理的な視点で見れば、近代の都市計画が及ん
でいない集落も見つかります。路地が入り組んでいる
ような場所がたくさんあることが、古い地図を片手
に歩けば分かります。 
　江戸時代の古地図を分析していくと、戦国時代ま
ではさかのぼれます。自分が専門的に扱える時代の中
で大学の近辺の歴史を解明したいと思っています。こ
の先取り組みたい課題です。 

―市大の近辺でおすすめスポットはありますか？
　一般の学生が立ち寄って歴史を感じられるのは、
住吉大社と我孫子観音ですね。住吉大社は住吉とい
う地域の発祥地ともいうべきものなので、ぜひ市大
にいるうちに一度は足を運んでほしいです。初詣に
は、京阪神や和歌山からも人が集まります。また、我
孫子観音も古くから地域の核となってきたもので、今
でも一般の人の信仰の拠点になっています。祭礼のと
きには露店も並び盛り上がるので、行ってみてくださ
い。我孫子については、2014年度後期の文学部1回生
向けの授業で取り上げる予定です。 

地域から、世界へ  
―先生が思う「市大らしさ」とは、何ですか。 
　世界的にいろいろな大学がある中で、この市大は
もっと注目される大学になる可能性を秘めています。
京大や阪大にも近い研究水準や能力を持っている大
学院生などがいるにも関わらず、自分は市大だという
ことで諦めてしまっている風潮があるので、もう
ちょっと自らを解放し、自信を持ってもいいのではな
いかと思います。学生が飛躍できる場をつくることは
教員にも責任があると思います。大学全体でブランド
を高めていくことが必要ですね。 

地域との繋がりを持っているのは、市大のメリット
です。私の研究は、地域を明らかにするだけでな
く、地域のことから日本の歴史を見てゆくことを目
標にしています。そこが「お国自慢の郷土史」と地
域史の違いでもあります。地域から歴史、社会の全
体像を見ようとしています。大学も同じで、地域に
根ざしながら、日本、世界にアクセスする在り方が
大事なのではないでしょうか。ローカルとグローバ
ルは正反対ではなく繋がっているというのが、自分
が歴史をやっている実感でもあるし、市大が今後目
指していく在り方だと思います。 

―最後に、市大生へのメッセージをお願いします！ 
大阪の南の住吉という地域に作られ、大学として
発展してきたという市大の歴史が、今後大学が発展
していく方向性を示しています。そして、それはお
そらく多くの市大生にとっても求められていること
ではないかと思います。 この住吉という地域を出発
点に、歴史・文化が醸し出す大阪の良さ、イメージ
に捉われない大阪が持っている多様性を学び、自ら
の今後の生き方、社会生活の基盤として活用し、日
本や世界で活躍できる人材になってほしいです。 

長澤彩香 (Hijicho) 

From editor 

研究者というと研究室に籠っている、遠く離れたと
ころにいるイメージがあるが、実際に地域の中に
入って活動されている話などを聞くと、親近感が湧
く。研究を地域活性化に生かしているというのは、
とても画期的で理想的なのではないだろうか。 
学問でも人との繋がりにおいても、グローバルと
ローカルは切り離せない。ローカルがあってこそグ
ローバルが考えられるとは聞いたことがあるが、広
い世界に出る前に、ここ市大でしか学べないことも
ある。市大に、市大生であることに、誇りを持と
う。 
授業ではフィールドワークを通じて大学周辺地域の
歴史を学べるということなので、興味のある人は是
非後期の時間割に組み入れてはどうだろうか。

7

70 Hijicho 大阪市立大学新聞 第25号 2014年4月9日

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/ 0  



08 Hijicho 大阪市立大学新聞 第25号 2014年4月9日

08リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

　「学校の七不思議」という言葉、これまでの学生生
活を通じて皆さんも一度は聞いたことがあるだろう。
およそ学校と呼ばれるところには多くの場合七不思議
が存在する。古い学校には特に多く、その内容は単な
る噂の場合もあれば、それぞれの学校の特徴や歴史を
実にうまく捉えているものもある。 
　そこで今回130年余の歴史を持つ我らが大阪市立大
学にも七不思議は存在するのではないか、そしてそれ
を通じて市大の今まで気づかなかった部分を再発見し
ていけるのではないかという想いのもと調査を開始す
ることにした。 

学情前の庭
　毎日多くの学生が訪れる学情。その入り口の庭に
は、ただ通りすぎるだけでは見過ごしてしまいがちな
たくさんの謎が隠されているのをご存じだろうか。 
第三回の市大七不思議では、その謎をいくつか紹介す
る。 

　まずこちらの写真が、学情前の池にある噴水であ
る。大学の関係者によると、学情は「人と自然の対
話」をテーマに建てられたものであり、その一環とし
て当時の建築の流行であった噴水を取り入れた水辺空
間がつくられたのだという。この噴水は月に一度の点
検とオープンキャンパス時のみ見ることができる。噴
水の存在をまだ知らない人も多いのではないだろう 


　こちらは、入り口前にある返却ポストである。閉館
時間に本を返す際に使われるもので、学情で本を借り
ることがなければあまり馴染みもないのではないだろ
うか。よく見てみると、このポストは本の形をしてお
り、文字が刻まれている。この本にはモデルとなった
本があり、それはあのダーウィン著作の『種の起源』
なのである。 

　こちらは、学
情入り口にたく
さん、かつまば
らに置かれてい
るタイルである。
これらはすべて
違う文字が刻ま
れている。中に
は人名が刻まれているものもある。 
　実際にひとつひとつ数えてみたところ、なんと90個
ほど見つけることができた。そのすべてに違う文字が
書かれているのだが、sacredness (神聖なもの) 、
discovery (発見) 、solitude (孤独) 、chaos (混沌) な
ど、まったく統一性のない言葉ばかりだった。他には
どのような単語が書かれているのか、ぜひとも読者の
皆さん自身で探してみてほしい。 
　三つめの七不思議、いかがだっただろうか。筆者自
身、学情の前の庭だけでこれほどいろいろなものが見
つかるとは思っていなかった。市大にあるさまざまな
ものの中でも、学情には特に多くの謎が眠っていると
思われる。 

　また、この学情前の池に、一匹の金魚がいるとの噂
も聞いている。その真偽はぜひ皆さんで確かめてほし
い。見つけることが出来れば金運が上がる、かもしれ
ない。 

佐伯美奈 (Hijicho)

市大七不思議 ～The 7 Wonders of OCU～ 
第三回 学情前の庭について

か。
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　古代には難波宮がおかれ、江戸の世には天下の台所
として栄え、明治以降には近代都市として発展してき
た歴史あるモダン都市大阪。ここではそんな大阪の歴
史に焦点を当て、知られざる大阪の魅力を発掘すべ
く、大阪の歴史にまつわるいろいろなものを紹介して
いこう。今回は、今も現役の一風変わった河底トンネ
ル、安治川トンネルを紹介する。 

　安治川トンネルは、大阪市西区九条と此花区西九条
をつなぐトンネルで、昭和19年 (1944) に日本初の河
底トンネルとして完成した。これは、交通量の増加に
対応するために、当時の最新技術を用いて10年がか
りで造られたもので、源兵衛渡などの渡船に取って代
わるかたちで開通した。このトンネルは、エレベー
ターまたは階段を用いて川底へ移動する仕組みになっ
ており、車両用のエレベーターも存在した。車両用エ
レベーター及び通路は、昭和36年には一日約1200台
が利用するなどかなりの利用者が存在したが、下流に
安治川大橋が架けられて以降徐々に減少し、またエレ
ベーター待ちの渋滞や主にトンネル内での排気ガスの
問題、さらには車両の大型化も相まって昭和52年に
廃止された。ただし、建物自体はそのまま残っている
ため、現在でも車両用エレベーターの痕跡を見ること
ができる。 













写真＝車両用エレベーター跡 (九条側) 

　しかし、なぜ最初から橋を造らなかったのであろう
か。これにはトンネルが造られた当時の状況が密接に
関わっている。まず、このトンネルがある安治川は、
工業地帯の間を流れており、船舶の往来も盛んであっ
た。時には大型の船舶が通行することもあり、それら
に対応しなければならなかった。実際に同じ安治川に
面した川口居留地のあった川口町には磁石橋と呼ばれ
た可動橋が存在した。しかし費用の問題や、洪水の際
に流木などをせき止め、市内への水の流入を誘発する
恐れがあった。もう一つは橋の高さを上げる方法で、
現在では比較的一般的であるが、この方法は高さを稼
ぐためにそれなりの長さのアプローチが必要になり、
工事も大規模なものになる。これは周囲に工業地帯を
抱える安治川には少々不適切であり、さらに当時は戦
時中であったことも原因としてあげられるだろう。お
およそこれらの理由から当時は橋ではなくトンネルが
選択されたと考えられる。 

　現在の安治川トンネルは 
歩行者及び自転車専用とな 
り、ほぼ真上に阪神なんば 
線が通っている。完成当時 
から変化した部分も多いが、 
今なお多くの人が行き来し 
ている。一度エレベーター 
で川底におりると独特の空 
気が漂うトンネルを渡りつ 
つ、安治川の歴史に思いを馳せるのも面白いだろう。 

アクセス 
大阪市営地下鉄中央線九条駅 
JR大阪環状線西九条駅 
阪神なんば線九条駅 
阪神なんば線西九条駅 

古迫肇 (Hijicho)

大 阪 歴 史 探 訪 
第三回　安治川トンネル―日本初の河底トンネル―
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「会話の公理」とは 
　「会話の公理」 (maxims of conversation) は、言語
学の中でも、発話 (utterance) (＊1) の意味を扱う語用論 
(pragmatics) という分野で使われる言葉だ。グライス 
(Grice) は、会話を円滑に運ぶための基本的なルールとし
て、「会話の公理」を提案した。「会話の公理」には以
下の4つの公理が含まれている。 
　まずは「質の定理」である。これは「自分が嘘や偽り
だと思っていること、確信を持てないことを言うな」と
いうものだ。次に「量の公理」は、「必要なことを必要
なだけ述べよ」というもので、発話に含まれる情報は多
すぎても少なすぎてもいけない。そして「関係の公理」
は、「その場の状況と関係のあることを述べよ」という
意味をもっている。最後に「様態の公理」は、「簡潔か
つ明瞭に述べよ」というものである。 
　これら4つの公理は、考えてみれば当たり前のことで
あるが、これらが守られていないと、会話は破綻してし
まう。会話は話し手と聞き手の双方が協調しあうこと
で、円滑に進む。「会話の公理」は、それを簡潔にまと
めたものである。 

「会話の公理」が無視されるとき 
　さきほど、「会話の公理」が守れないと、会話が破綻
すると書いたが、ときにこの公理が意図的に無視される
場合がある。それは例えば次のような場合である。 

　　A　「今晩飲みに行きませんか？」 
　　B　「仕事が残っていまして……」 

　この会話におけるBの返答は、一見すると「飲みに行
かないか」というAの誘いに対して関係のないことを応
えているように見える。すなわち「関係の公理」に反し
ているのだ。しかし実際は、「仕事が残っているから、
飲みには行けない」という意味を含んでいる。よって会
話は破綻することはない。 

　またBの返答は遠まわしに応えており、「簡潔か
つ明瞭に述べよ」という「様態の公理」にも反して
いるように見える。しかし、これもまた「関係の公
理」の場合と同様に、その発話の言外の意味を聞き
手が読み取ることで、会話は成り立つのだ。 
　「会話の公理」が無視されるそのほかの例とし
て、皮肉がある。例えばまずい料理に対して皮肉で
「おいしい」という場合、皮肉なのでその言外の意
味は「まずい、おいしくない」となる。これは「自
分が嘘や偽りだと思っていること、確信を持てない
ことを言うな」という「質の公理」に反することに
なる。しかしこの場合も(聞き手がそれを皮肉として
受け取れなかった場合を除き)、会話は成り立つの
だ。 

　普段何気なくしている会話には、実はこのような
「会話の公理」というものがはたらいている。勿論
これだけで会話、すなわち人と人とのコミュニケー
ションが上手くいくわけではない。相手との関係
性、会話の状況、様々な要因によってコミュニケー
ションは成り立っている。今回はその一要因として
「会話の公理」を取り上げた。もしコミュニケー
ションに苦手意識をもっているのであれば、この公
理を意識してみるといいかもしれない。皆さんも会
話の中で、一度この公理を意識してみてはいかがだ
ろうか。 

注釈 
＊1…文を、その文が発せられた状況に結び付けて
考えるとき、その文は発話と呼ばれる 

参考文献 
佐久間淳一・加藤重広・町田健著『言語学入門』研
究社　2004 

橋本啓佑 (Hijicho)

飛辞書 
　No.6「会話の公理」

　「飛辞書 (ひじしょ) ～文理を越えるその言葉～」は、あなたの学科だけで使われているような特殊な言葉
を取り上げ、分かりやすく説明していくコーナーである。「特定の学問分野だけで使われている言葉が、その
分野を飛び越え、みなさんの知識になる」をコンセプトにしている。 
　第6回目の今回は言語学の分野で使われる「会話の公理」という言葉について取り上げる。 
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◇おもろい学生募集中 
連載コーナー「おもろい学生おりまっせ！」は、大阪市
立大学で活動している個性あふれる大学生を取り上げ、
紹介していくコーナーです。「大阪市大に存在する興味
深い学生の素顔に迫り、大学生同士の興味・関心を誘発
させること」をコンセプトにしています。 
Hijichoでは、この「おもがく」にふさわしい、個性あ
ふれる市大生を募集しています。 
〇応募資格 
大阪市立大学または大学院に在学中の学生の方 
※自薦他薦は問いません。 
〇応募先 
Mail:hijicho@gmail.com まで件名に『おもがく推薦』
と明記し、必要事項 （推薦者の名前、所属先、連絡先と
推薦理由、人物像、大学生活の中でどのようなことに取
り組んできたのかまたは取り組もうとしているのか、何
を成し遂げたのかなど ）を明記の上ご連絡ください。 

※応募していただいたすべての学生を取り上げるわけで
はありません。応募された人の中から厳選したうえで取
材させていただきますのでご了承ください。取材を行う
人が決定した際にはこちらから連絡させていただきます

●市大七不思議大募集 
連載コーナー「市大七不思議」は読者から寄せられた
応募に基づきHijichoが直ちに優秀な記者を派遣し真
相の追求にあたります。 
Hijichoでは市大の七不思議候補を募集しています。皆
さんが知っている市大にまつわる不思議な話がありま
したらぜひ我々にご一報を！ 
〇応募資格 
大阪市立大学または大学院に在学中の学生・市大
OB・教職員など市大関係者 
〇応募先 
hijicho@gmail.com まで件名に『市大七不思議候補』
と明記し、必要事項 （ 推薦理由、わかる限りの情報
：噂でも可 ）を明記の上ご連絡ください。 

※応募していただいたすべての候補を取り上げるわけ
ではありません。応募された候補の中から市大七不思
議にふさわしいものを厳選したうえで取材させていた
だきますのでご了承ください。取材を行う人が決定し
た際にはこちらから連絡させていただき、取材にご同
行をお願いする場合がございます。その際はご協力お
願いいたします。

より便利で身近なHijichoへ 
～Hijichoの情報を、LINEでもお届け！

　2014年4月6日に大阪市立大学新聞Hijichoは、公式LINEアカウント (＠hijicho) を開設いたしました。学生
団体では日本初の試みです。(Hijicho調べ) 

↓お友達追加はこちら↓ 

検索から見つける場合　 ID：@hijicho 
　これまで紙面の大阪市立大学新聞、Hijicho web、Twitter (@hijicho) 、Facebookを通じた情報発信を行っ
てきましたが、そこに新たにLINEが加わります。最新のニュースや市大の情報、鉄道の遅延情報などはもちろ
んのこと、LINEのリサーチ機能を活用したアンケートや大学祭でのクーポン発行などLINEならではの機能を
活用して、これまで以上に多岐にわたる活動を行ってまいります！ぜひご利用ください。 
※現在は試用期間のため、予告せずサービスを停止する場合があります。ご了承ください。 

情報お寄せください！

。


