タクシ ーのこ と
一般には ︑﹁大阪はハデで︑原色が多い﹂とは︑よく言われる事︒そういわれたらそん
な気 もする けれど︑ そうか なぁー？ ・・・ ・何故 か素直に 同意で きない︒ 東京駅 のタクシ
ー乗り場はもちろんの事︑家のベランダから見えるあの派手な色のタクシー達 ︒﹁あんな
色 のタクシ ー大阪 では見た ことな いで︒ 東京も十 分ハデ やんか﹂ 三年ほ ど前︑新 幹線を 降
り て︑ いざ タク シー へ・ ・・と 向か った 時の 印象 は ︑﹁ エッ ︑あれ がタク シー ？﹂思 わ
ず 仰天︒ そんな思 いが根 強くあっ たから かもし れません ︒そう ︑東京の タクシ ーはとて も
目 立つ色 の取り 合わせ︑ すこぶ るカラフ ルなの です︒
大阪のタ クシー は複数の 会社が あるの に︑ほと んどが 黒か黄色 ︒たま に白も見 るけれ ど
それも少数派 ︒片や東京︒我が家のベランダからチェックしただけでもオレンジ＋青＋白︑
緑＋黄 色︑黄色 ＋青︑ 白＋ブ ルー︑そ して黒 ︑たまー に紺色 やメタリ ックグ リーン と多種
多様︒ 大阪で はポピュ ラーな 黒のタク シーも ︑もち ろん見か けます が︑東京 では少 数派の
部類に 入るよ うな気 がします ︒一度 乗ったこ とのあ る黒いタ クシー はビジ ネスマン 仕様に
なっ ているよ うで︑ ビジネス 雑誌が 用意さ れていま した︒ 当然の事 ですが ︑私でも 乗れた
とい うこと はビジネ スマン 専用とい うこと ではない ようで す︒
タク シーを 利用する 時は︑ たいてい の運転 手さん と話をし ます︒ そのきっ かけは ︑ほと
んど が﹁大 阪︵関 西の時も ある︶ の人？﹂ からで す︒関西 弁で行 き先を 伝えてい る訳で は
な いのです が︑微 妙なイン トネー ション の違いか ら﹁大 阪の人﹂ とわか るようで す︒義 母
に言わせると︑まったくベタベタの大阪言葉らしいのですが・・・そんなはずはないっと︒
ち ょっと した発音 だけだ と思っ ています ︒お返 しといっ ては変 なのです が︑私 も運転 手さ
んに﹁運 転手さ んは東京 の方で すか？﹂ と聞き ます︒ こちらも 東京の 人とは限 らず埼 玉だ
ったり︑ 四国だ ったり といろん な所の 出身の人 が多い のに︑み んな東 京の事 に詳しく ︑前
回︑取 り上げた ﹁坂﹂ の話や︑ 東京弁 の話を 教えてく れる人 もいます ︒仕事 柄質問さ れる
ことが多いのでしょう︒さすがはプロ ︒﹁週末に孫と遊べるのが最高に幸せ﹂という運転
手さん もいた り︒いろ いろな ことを教 えても らえる のは有り 難いの ですが︑ 話し好 きな人
だと目 的地を 通り越 しそうで ︑のん びり乗っ ていら れないこ ともあ りスリ ル満点？ です︒
東京に住むようになって最初の頃は︑タクシーを選ぶ基準は﹁小さい車種＝料金が安い ﹂
と思 い︑小 さめの車 に目星 を付け乗 ろうと しました ︒何分 か待っ てやっと お目当 てのタク
シー をつか まえて︑ 扉の料 金をみ て吃驚︒ 残念な ことに︑ 東京の タクシー はほと んどが 初
乗り料金は同じなのです ︒﹁座席は狭いのに同じ料金なんて・・・﹂とがっくりです︒そ
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れで も雨が 降ってい るとき などは ︑
﹁タクシーに乗れて良かったー﹂と安堵するのでした︒
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