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＊これは、人々にとって【ジョークを楽しむ】という事がどういう意味をもつ 

のかを、一つの「デフジョーク」を通して考えるものです。



【すずめ】 

ある猟師が猟に出かけた。そして、枝にとまっている１０羽のすずめを見つけた。 

猟師はすずめに気づかれないように静かに静かに近づいて、ねらいを定めようと銃を構 

えた。 

その時である。足下に蛇が ニョローーー！！！ 

驚いた猟師は慌てて空に向かって引き金を引いてしまった。 

バーーン！！ 

たちまち、すずめ達は一斉に逃げていった。しかし１匹だけ枝にとまったままのすずめ 

がいる。その猟師はそのすずめにねらいを定めたがしばらく考えて銃を下ろした。 

そして、一言「撃つのはやめた。おまえも ろう だろ。」 

１．はじめに ～デフジョークとは～ 

・デフジョークとは 

これは、ろう者（＝Ｄｅａｆ）の間で楽しまれている「デフジョーク」の一つである。 

ろう者とは、耳の聞こえない（もしくは聞こえにくい）者（＝ｄｅａｆ）の中で、音声 

言語とは異なる独自の言語（＝手話言語）を話し、聴者コミュニティーとは異なるコミュ 

ニティー（Ｄｅａｆコミュニティー）のメンバーを意味する。デフジョークはそのコミュ 

ニティーの中で、ビデオが普及する最近までは口承の形で（正しくは手承と言うべきか？） 

広まり、世代を超えて語り継がれてきたものも多い「語りの文学」である。そこには、ろ 

う者や聞こえないことへのマイナス評価に対する否定や、そういう価値観をもつ社会への 

風刺などが描かれている。 

・少数派の文学としてのデフジョーク 

「Ｄｅａｆコミュニティー」は、他のコミュニティーがそうであるのと同様に言語（日 

本手話を話すか否か）だけでなく独自の価値観や行動様式の違いにより「みうち」と「他 

者」を区別する。さらに、聴者が大多数の社会に身をおくこのコミュニティーは、他の少 

数派と同様、聴者社会というマジョリティーへの融合・同化から逃れ、自分たちの価値観 

や文化、アイデンティティーを維持する方略を意図的、無意図的に関わらず求める。少数 

派の文学は、そのコミュニティーに属する者が個人レベルで「楽しむ、感動する」という 

文学の基本的な存在意義に加え、楽しみや感動をコミュニティーのメンバーがともに共有 

し味わうことで、コミュニティーにおける共通の価値観や文化の再確認の作業をも促して 

いる。



２．ろうすずめ と出会う時 

・すずめジョークのサプライズ 

このジョークのおち（サプライズ）は、すずめが「ろう」であった事である。我々は、 

日常生活の中で聞こえることが「当たり前」で、聞こえない事が「異常」であると思って 

しまっているのではないだろうか。実際は、聞こえる者がいて、聞こえない者がいて、そ 

れが「当たり前」なのである。 

さらに、「おまえ「も」ろう だろ」という最後の言葉で猟師もろうであった事に気づか 

される。しかし、すずめはずっと枝にいたし、猟師はこの話が始まった時からずっと登場 

しているのである。我々はそれに気づかずにいた。すずめがろうであるという事は、音と 

いう聴者の世界にふれてはじめて見えてくる。言い換えれば、ろうであることはろうの世 

界だけにいれば、何の意味ももたないのである。ろうという概念は聴という概念との対比 

によって初めて生まれるものであるのだ。 

・ろうの仲間たち 

デフジョークでは、ろうのすずめ以外にも、ライオンやカエル、ゴキブリ、など様々な 

聞こえない動物が登場する。また、シンデレラや白雪姫など有名なおとぎ話の主人公をろ 

うに仕立てたデフジョークも数多い。古典的なジョークにはろうの木を登場させるものま 

である（別添参照）。ろう者は競い合って「○○がろうだったら…」というバ－ジョンを拡 

大していくのである。常に社会においてはマイノリティーの立場におかれているろう者に 

とって、物語に登場するろう動物たちは、豊かな「ろうの世界」を形成する「仲間」なの 

である。 

・聞こえないというネタ 

さて、 ろう者が耳が聞こえない事は誰にとっても揺るがない事実である。しかしながら、 

笑い話に聞こえない人物を登場させ、聞こえない事を笑いのネタにするという行動につい 

ては、ろう者と聴者でその捉え方は大きく異なるであろう。 

聴者にとって耳が聞こえないことは「不幸なこと」と今でも捉えられている。そのよう 

な見方からすれば、聞こえないことを笑いのネタにするということはタブーの領域と言え 

よう。そして、中には笑いを起こす前に「引く」者も出てくるかもしれないし、場合によ 

っては不謹慎だと怒りを表わす者も出てくるかもしれない。 

しかしながら、そのような考えは聴者の一方的な視点であり、ろう者自身にとっては聞 

こえないこと自体は、しごく当然の状態であり、ろう者にとって聞こえない事は自分を作 

り上げている一つの欠かせない要素なのだ。【部屋番号】のジョークでは聞こえないことが 

エスプリの笑いに巧みに取り入れられている（別添参照）。 

また、仮に、ろう者自身が聞こえない事を笑いのネタにする事については、認めたとし 

ても、１種の自虐ネタと捉え聴者がそれに触れて楽しむ事には抵抗をもつ者もいるかも知 

れない。しかし、デフジョークは、ろう者の当然の行動様式、歴史、価値観、言語（＝日 

本手話）といったあり様（文化）を背景に作り上げる作品であり、ちょうど、外国人が俳



句を味わったり、作ったりして楽しむのと同様、誰にでも開かれるべき価値のある高尚な 

文学の一つなのである。聞こえない人物を登場させ、聞こえないことを笑いのネタにする 

デフジョークの存在自体が、そのろう者と聴者の価値観の違いを端的に象徴していると言 

えよう。 

３．拡大するすずめジョーク 

・すずめジョークのバリエーション 

さて、このすずめのジョークはろう者の間で語られるうちに拡大し、いくつかのバリエ 

ーションが見られるようになった。 

【すずめ ２】 

ここはろうの世界。ある猟師が枝にとまっている１０羽のすずめを見つけた。 

そーっと気づかれないように近づき銃を構えたが、ただ１羽を除いてあっという間にす 

ずめ達は逃げていったしまった。 

その残った１羽は聴すずめであった。 

ろうは視覚的に優れており、ちょっとした物影にもすぐ気づくのである。 

【すずめ ３】 

ある聴者の猟師が枝にとまっている１０羽のすずめを見つけた。 

その猟師はわざと空に向かって銃を放った。 

銃声を聞いて驚いたずずめ達は次々と飛んで逃げていく。 

猟師はニヤっと笑みをうかべ、まだ枝にとまっているすずめにねらいを定めた。 

【すずめ ４】 

ろう猟師が、猟師が枝にとまっている１０羽のすずめを見つけた。 

そして、その猟師はわざと空に向かって銃を放った。 

銃声を聞いて驚いたずずめ達は次々と飛んで逃げていく。 

その飛んでいくすずめに対し、猟師は銃を構えた。 

この【すずめ ２】のジョークは、先に示した【すずめ】のジョークの後セットで続け 

て話されていた。つまり、「ろう者は音に鈍く、聴者は音に鋭い。」という話の後に、「ろう 

者は視覚的に鋭く、聴者は視覚的に鈍い。」という話をするというものである。ろう者には 

ろう者のメリット、デメリットがあり聴者には聴者のメリット、デメリットがある事を示 

し、ろう者と聴者の等価性を表わすものといえる。 

そして、【すずめ ３】のジョークでは、ろうすずめを狙う聴者が描かれている。ろうを 

撃ち落とそうとする聴者の姿は、まさに聴者が聞こえない事を「悪いこと」と捉え、否定



し、治療しようとすることを象徴している。人工内耳の広まりに対するろう者団体の懸念 

の原動力は、まさにこのような聴者優性思想への反発なのではないだろうか。 

さらに、【すずめ ４】のジョークでは、ろう者が聴を狙っている。ジョークとはいえ、 

このような発言は以前は公に話される事はなかった。このようなろう者と聴者の力関係の 

逆転を描いたデフジョークが聴者や多くの人々の前で話されるようになったのはごく最近 

のことである。 

・バリエーションの拡大と社会背景 

このようなすずめのデフジョークのバリエーションの拡大は、それを生み出す社会背景 

の変化によるものであろう。 

まず、社会がろう者の存在について考え始めた頃、社会はろう者を障害者としての側面 

でしか見ていなかった。ろう者は、聴者と対等というよりは「聴者よりも劣った存在、哀 

れむべき存在」であり、聞こえないという事は「克服すべき障害」でしかなかった。しか 

しながら、最近になりろう者独自の文化や言語（＝手話言語）といったものの存在が強調 

されるようになってきた。ろう者は英語やフランス語を話す人達と同様、日本語とは異な 

る別言語を話す人として捉えられ、聴者とろう者はやり方が違うだけで優劣はないという 

考えが徐々にではあるが広まりつつある。このような社会背景の変化が【すずめ】の話の 

後に【すずめ ２】を求めたのではないだろうか。 

さらに、【すずめ ３】では、このようなろう者が聴者よりも劣っているという思想を否 

定したうえで、聴者がろう者に行なってきた（または、行なっている）行動を振りかえら 

させる。その方向性はろう者が聴者よりも優れている世界をつくりあげ【すずめ ４】に 

至る。もちろん、それは今までの、そして今でも残る、「聴者がろう者よりも優れている」 

という思想に対する投げかけといえる。例えば、別添のジョーク【原因解明】では、聞こ 

えないことを否定し治療しようとする聴者の思想とろうの子を産みたいろう者の思想の相 

違が鮮明に描かれている（別添参照）。 

・デフジョークの分類と社会背景 

さて、デフジョークをそのサプライズが何によって引き起こされているかにより分類し 

てみると以下のように大きく４つに分けることができるだろう（図１参照）。 

そして、この分類の①から④になるにつれ、ろう者の文化的色合いはまし、それを笑い 

に反映すべく聴者や社会が風刺されていく。また、古典的なものが①や②に多く見られる 

のに対し、最近では①や②のバ－ジョンを増やしながらも、③④のジョークも多く見られ 

るようになった。 

社会において、ろう者の文化的視点が広がるようになり、それがジョークの質を①②と 

いったものから③④へと深めていると考えられる。



図１：＜デフジョークの分類とその特徴＞ 
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４．さいごに ～聴者がデフジョークに出会う時～ 

すずめのバリエーションの拡大やデフジョークのサプライズの変化から社会背景の変化 

を見てきたところであるが、この社会背景の変化を見ていくとき、これがろう者に出会っ 

た個人の変化でもある事に気づかされる（図２参照）。 

聴者はまず、ろう者が身近に存在する事に驚き、 さらにろう者と付き合っていくうちに、 

ろう者にはろう者特有の行動様式や言語（＝手話言語）があり、それが聴者とは同価値の 

ものである事に気づきまた驚く、そしてろう者の価値観にふれていき、そこで初めてろう 

者と真に出会う。個人の集合体が社会であるという事が、ろう者への態度にも当てはまる 

という事の表れなのではないだろうか。 

しかし、ろう者の存在に気づいても、真にろう者に出会っていない者がいかに多い事だ 

ろうか。日本において、ろう者は「聴覚障害者」という視点から以上に文化的視点で見ら 

れる事は未だ少ない。 

以前、聴者が大多数を占める社会において聴者志向の風潮のもと大半のろう者自身もア 

イデンティティーを見出せずにおり、このような聴者の視点を崩す者はまずいなかった。 

しかし、ろう者がデフジョークにより語るとき、①の領域でしかなかった聴者は、②③ 

④といったろう者の思想や価値観に触れる事ができるようになるのである。 

「デフジョーク」はろう者の価値観を映し出す最もすぐれた鏡の一つであり、聴者とろ 

う者の思想や価値観を知る重要なかけはしとなりえるのではないだろうか。我々聴者がろ 

うすずめの声に耳を傾けた時、新たな世界が広がっていくのである。



図２：＜デフジョークと社会背景、個人のろう者との出会いの関係＞ 
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[別添] 参考として今までに私が集めたデフジョークの一部を紹介する。紙面、文字数の 

制限上今回はごく一部しか紹介できないが、最近ではデフジョークのビデオ等も販売され 

ているので、ぜひご覧下さい。もちろん、機会があれば実際にろう者に語っていただくの 

が一番である。 

【きこり】 

あるきこりが森で木を切っていた。きこりが木に斧で切れ目を入れ、「倒れるぞ－！！」 

と叫ぶ と同時に木は倒れていく。 作業は順調かに思えたが、ある木の前できこりは困 

惑した。いつものように木に斧で切れ目を入れて「倒れるぞ――・・・・・！！？？？」。 

木が倒れない。 

不思議に思ったきこりはベテランのきこりにこの出来事を相談した。 

するとベテランのきこりは答えた。「その木は、ろうで「倒れるぞー」という声が聞こえ 

ないんじゃ」。 

その後、きこりが、その木の前で手話で〔倒れるぞ――〕とすると、木は何事もなかっ 

たかのように倒れたという。 

【部屋番号】 

ある日、ろうのＡ子の家になつかしいろうの友人から手紙が届いた。車で１時間くらい 

の所に引っ越して来たというのだ。Ａ子はさっそくＦＡＸを送り遊びに行くことにした。 

しかし、道に迷い友人のマンションの前に着いたのは深夜になってしまった。しかも、 

マンションの部屋番号をすっかり忘れてしまった。 

ここまで来て引き返すのももったいない、そう思ったＡ子はしばらく考えた。 

そして、車のクラクションをブ――！！ 

いっせいに、カーテンが開き、窓からＡ子の車をにらむ顔が・・。 

しかし、一軒だけカーテンが開かない窓が。 

「部屋はあそこね」 

【原因解明】 

ある町に一組のろう夫婦がいた。２人には子どもはまだいなかった。 

ある日、新聞を読んでいた夫が、ある記事を目にした。 

［先天性聴覚障害の原因をついに解明］ 

「聴覚障害の原因を長年研究していた、日本医師学会では、２０日未明に先天性聴覚障害 

の原因の解明についに成功した。同学会によると、染色体の特定の箇所が傷つくことによ 

りおこるという。この発見は今後遺伝性の先天性聴覚障害の予防に大いに役立つと期待さ 

れている。」 

この記事を読んだ夫は、妻と手を取り合って喜んだ。 

これで、安心してろうの子を生むことができるね。
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