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＜要旨＞
　本論文の目的は、ドイツにおける動物性愛者への調査に基づいて、動物性愛という

セクシュアリティがもたらす、人間と動物のセックスを含めた種間関係のあり方を考

察するものである。

　その際に本論文で焦点を当てるのは、動物性愛を意図的に選択し、自ら動物性愛者

になっていく人々である。このような人々の存在について、これまで他領域を含む先

行研究では言及されてこなかった。動物性愛というセクシュアリティを選び取る人々

について学術的な言説のなかで言及するのは本論文が初めてである。本論文では彼ら

の実態を紹介し、事例を踏まえてダナ・ハラウェイによる伴侶種概念と比較検討しつ

つ、伴侶種を論じる際のセクシュアリティに対する視点の必要性を指摘する。

　動物性愛を選択する人々がいる事実は、動物性愛というセクシュアリティを生来的

なものではなく、身近な動物との共生のためのオルタナティブな方法として受け入れ

うるものと説明できる可能性がある。本論文では、このような人々の事例をもとに、

セクシュアリティの選択と、その結果としてもたらされる、異種間関係および人間関

係の変容について論じる。

キーワード： セクシュアリティ，動物性愛，人間と動物の関係，伴侶種，ドイツ
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“ ズー ”になる

1　はじめに

1-1　目的
　本論文の目的は、ドイツにおける動物性愛者（zoophile）への調査に基づいて、動物性
愛（zoophilia）というセクシュアリティがもたらす、人間と動物のセックスを含めた種間
関係のありかたを考察するものである。
　人間が動物とセックスをする――「獣姦（bestiality）」という言葉で言い表されてきたこ
の行為は、遡れば今から 4万から 2万 5000年前の第四紀氷河期時代には行われていたと
いわれる［Rosenberger 1968; Beetz 2008による引用 : 204］。スウェーデンのボヒュスレン
には、男性が大型の四足動物にペニスを挿入している青銅器時代の岩絵が残されている
［デッケルス 2000:31］。イタリアのヴァル・カモニカには、男性がロバにペニスを挿入し
ている場面を描いた紀元前７世紀ごろの壁画が残されている［Miletski 2005: 2］。有史以
前に動物と出会い、接近して以来、人間にとって動物は、狩猟し、飼いならし、使役する
対象であっただけでなく、性的な対象でもあったのかもしれないことをこれらの歴史的遺
物は示唆している。とはいえ、動物とのセックスは身近なものとは言い難い。ヒッタイト
の規範、旧約聖書、ユダヤ律は獣姦に対する禁止を含み、これを犯すものには死刑が課せ
られた［フォード＆ビーチ 1967：175］。こうした宗教規範などの影響を受け、獣姦は多
くの国、地域、社会で歴史的にタブーとされるか軽蔑すべき行為と見なされてきた。
　現在でも動物とのセックスには忌避感が強い。調査の合間に研究内容を話した相手の
いったい何人から、拒絶に似た反応、あるいはからかいを受けたことだろう。「そんな
人、本当にいるの？現実にはいないと思っていた」と驚かれるのはまだいい。特にドイツ
には苛烈な反応を示す人々がいた。彼らの言葉を拾えば、私のインフォーマントも研究に
取り組む私自身も「理解できない」「異常な」「変態」なのだった。ドイツで宗教的戒律を
理由として動物との性行為を非難したのは、とあるキリスト教系新興宗教の熱心な信者の
みだったが、ほかに「動物へのレイプだ」と怒る人、「動物なんかとセックスするなんて
気持ち悪い！」と顔をしかめる人などがいた。繰り返し私に投げかけられたこの類の言葉
は、私たち人間が動物との境界を所与のものとして設け、動物に対しさまざまなイメージ
をまとわりつかせて、その意味を問わないまま放置している状態を表している。また同時
に、ある種のセクシュアリティの持ち主を「異常」の枠組みに放り込んで他者化する行為
が、私たち自身にどう関係するのか、といった問題意識に鈍感になっている状況を示して
もいる。
　人間は異種に対し、その種、あるいはその種が属す集団として存在すべきあり方を要請
する。たとえば食用家畜は人間の食用という、ペットは人間に無限の愛を与えるという存
在目的を要請される。それは人間という種に対しても同様で、人間は人間としてあるべき
あり方を数々の禁止事項を用いて規定する。上述した宗教規範に見られる獣姦の禁止もま
た、人間を「人間」たらしめるための規則のひとつである。
　人間は動物との間に設けてきた境界を隔てて、非人間的存在と相対的に成立する「人」
というカテゴリーを生きている。人間と動物のセックスはその境界を攪乱する。種間の境
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界をめぐる問題、そして動物とのセックスがタブー視される背景にはどのような仕組みが
あるのかという問題、このふたつの点を最大の関心事として、これまで研究を行ってきた。
　本論文では、これまでの研究のなかから特に動物性愛者になることを自らの意思で選択
した人々を取り上げる。性的指向は往々にして先天的なものとして受け止められるが、
「動物性愛者になっていく」人々はそれとは異なる。このような人々の存在は、動物性愛
を生来的なものであるだけではなく、身近な動物と暮らすためのオルタナティブな方法と
して受け入れうるものと説明できる可能性がある。本論文では、セクシュアリティの選択
と、その結果もたらされる異種間関係の変化、および人間関係の変化について論じる。

1-2　動物性愛とは何か
　動物性愛とは、人間が動物に対して感情的な愛着を持ち、動物に対する性的欲望を抱
え、それが時に実際の性行為へと結びつく性愛のありかたを指す。
　人間と動物のセックスは日本語では一般的に獣姦と表現される。しかしながら、獣姦
と動物性愛は似て非なるものである。獣姦を意味する bestialityという語は、欧米では法
律用語として使用されてきた背景を持ち、動物との性行為そのものを指す。獣姦には時
に動物への虐待やレイプも含まれる。一方、動物性愛は動物への心理的愛着に重点が置
かれる用語で、初出は 1894年に出版されたリヒャルト・フォン・クラフト＝エビングに
よるPsychopathia Sexualis の第九版である。クラフト＝エビングは非病理的な動物との性
行為を獣姦、動物への性的フェティシズムが見られる症状を「ズーフィリア・エロチカ
（zoophilia erotica）」とした［Beetz 2008: 202］。以後、動物性愛という用語は主に医学領
域で使用されるようになった。
　動物性愛は精神医学の領域ではパラフィリアのひとつ、つまり性にまつわる病理的な精
神疾患とされている 1。『DSM-5（精神疾患の分類と診断の手引）』では、動物性愛は「他
の特定されるパラフィリア障害」として、わいせつ電話、死体性愛、排泄物性愛、浣腸性
愛と並んでカテゴライズされている［日本精神神経学会 2014: 318］。
一方で、近年では性科学者のハニ・ミレツキを中心とした研究功績によって、動物性愛
を性的指向のひとつとして捉える 2動きも生まれている［Beetz 2008:203; Kafka 2010:375; 
Miletski 2002; Miletski 2017］。

1  動物性愛が診断名として初登場したのは 1980年のことで、米国精神医学会が刊行した『精神障害診
断の症例とマニュアル（DSM）』においてである。その後、1987年刊の改訂版『DSM-Ⅲ -R』で動物
性愛は「特定不能のパラフィリア症候群（Paraphilia Not Otherwise Specified）」にカテゴライズされた
［Navarro and Tewksbury 2015: 865］。1994年刊『DSM-Ⅳ』および 2000年刊『DSM-Ⅳ -TR』でも同
カテゴリに記載された［Kafka 2010: 374］。最新版の『DSM-V』では、「他の特定されるパラフィリア
障害（Other Specified Paraphilic Disorder）」に分類されている。DSMが定義するパラフィリアの基本的
特徴は、「少なくとも６か月間にわたる、１）人間ではない対象物、２）自分自身または相手の苦痛ま
たは恥辱、または３）子供または他の同意していない人、に関する強烈な性的興奮の空想、性的衝動、
または行動の反復」とされる［米国精神医学会 2002: 541］。

2  ハニ・ミレツキは動物性愛を性的指向として理解するために、「ズーセクシュアリティ（zoosexuality）
という用語を提案している［Miletski 2002］。ミレツキの論考における性的指向とは、ロバート・Ｔ・
フランコウーによる定義に依拠する。すなわち、性的指向とは、（１）愛着指向――誰にあるいは何に
対して情緒的結びつきを感じるか（２）性的妄想指向――誰とあるいは何とのセックスを妄想するか
（３）エロティックな指向――誰とあるいは何とセックスをするのを好むか、という 3種の指向の相
互関係的側面からなるというものである［Miletski 2017 : 40］。
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　動物とのセックスへの欲望の顕在化は、インターネットの隆盛と深いかかわりがある。
インターネットによって叶えられる匿名性は、スティグマ化される恐怖感なしにセクシュ
アリティに関するもっとも個人的な側面についてグループ内で語ることを可能にした。そ
の結果、ヴァーチャルなコミュニティは、動物との性行為を欲望する人々にとって、サ
ポートをしてくれる仲間を探せる重要な避難場所となった［Kavanaugh and Maratea 2016: 
4］。インターネットの普及によって、動物との性行為が特定の民族あるいは過去の風習で
はなく、現代でも全世界的に見受けられるものだと周知されるようになったのである。
　動物性愛者はペットとして通常飼育される動物を性的対象とすることが多く、中でも犬
が多い［Navarro and Tewksbury 2015; Beetz 2004; Williams and Weinberg 2003］。社会学者の
コリン・ウィリアムズとマーティン・ワインバーグは 114人の男性動物性愛者に対するア
ンケート調査をもとに性的対象となる動物の種類を分析した。その結果は犬が 63パーセ
ント、馬（ロバおよび小型のロバを含む）が 29パーセントとなっている 3［Williams and 
Weinberg 2003: 529］。本研究で調査対象とした動物性愛者たちもまた、ほぼ全員が自分で
飼育する伴侶動物を性愛の対象としている。
　以上を踏まえ、非異性愛規範的な性的指向のひとつと考え始められるとともに、当事者
らが偏見からの解放を主張し始めていること 4、インターネット文化との親和性の高さ、
ペット文化との関連性から、動物性愛にまつわる議論は現代的な事象であると捉え直すこ
とができる。

1-3　先行研究と問題点
1-3-1　文化人類学における人間中心主義批判と「伴侶種」概念
　人間と動物の関係にまつわる文化人類学的研究は 1980年代から増加し、バーバラ・ノ
スケによる人間中心主義批判［Noske 1997］がインパクトを持って迎え入れられて以降、
人類学では「動物を単なる受動的な対象と見なし叙述する、人間中心主義的な古いアプ
ローチ」［Mullin 2002: 390］からの脱却が目指されるようになった。
　人間と動物の関係を論じる際の人間中心主義批判／脱人間中心主義とは、明確に定義で
きるものなのだろうか。この態度は次のように説明されることが多い。動物を能動的な主
体と見なすこと、動物を人間と同等の対象として捉え、人間優位の動物観を批判すること
［比嘉 2015:7］、動物もまた権利主体であるべきだということを主張し、生命ある存在の
主体性や権利を回復しようとすること［奥野 2011: 11］、動物を人とは異なるたんなる物
的な存在であるとすることに異を唱える試み［奥野 2012: xvi］などである。

3  ウィリアムズ＆ワインバーグ［Williams and Weinberg 2003］の調査は動物性愛者や獣姦愛好者が集う
ウェブサイトを通じて収集されたメールでのアンケート結果をもとにしている。犬や馬のほかに、猫、
牛がそれぞれ 2例、羊、山羊、にわとり、イルカが１例あったことが報告されている。また、法医学
者のアニル・アグラワルは、動物性愛者や獣姦愛好者が幼年期に接触した経験のあるペットや農場の
動物が性的対象になりやすいと指摘している［Aggrawal 2011: 75］。

4  レベッカ・カシディは動物性愛者たちが社会承認を得るためにゲイ・ライツ・ムーブメントの理論を
使い、ウェブ上で議論をしてきたことを指摘している［Cassidy 2009: 92］。
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　「人間の本性は種間の関係性にある」［Tsing 2012: 141］、「人間だけでなく、もしくは動
物だけでもなく、いかに人間と動物が関係するのかについても民族誌的に焦点を当てるこ
とで、人間に特有なものによってとりわけ人間的なものを理解しようとするときに、私た
ちが閉じ込められてしまう閉方性を開くことができる」［コーン 2016: 17］といった言明
に明らかなように、人間と他の生物種の関係についての研究関心は、従来前提とされてき
た人間と異種の境界や分断性、人間を例外的存在とすること、人間による異種への一方的
な支配などに対する批判的な視点を共有している。
　異種間関係について脱人間中心主義的な思考を進めるにあたり、参照すべきはダナ・ハ
ラウェイによる「伴侶種」概念［ハラウェイ 2013a; ハラウェイ 2013b］である。伴侶種と
は「人間の生を成り立たせ、人間によってその生を成り立たされている」「異種から成る
カテゴリー」であるとハラウェイは定義している［ハラウェイ 2013a: 25］。これまで種と
いう概念は分類が前提だったのに対し、ハラウェイは種自体に異種混交的な意味を与え 
た 5。伴侶種として生きることは、「現在進行中の「一緒になる」過程」［ハラウェイ 
2013b: 30］を経験することであり、混交的な種同士が横断的に関わりあいながら互いに生
成していくことである。
　伴侶種の一例としてハラウェイが着眼するのは犬であり、特に彼女のメスの愛犬カイエ
ンヌとのアジリティ競技 6での経験を主たる具体的事例として、異種間の協働と共生を論
じる。伴侶種が関わり合う「現実世界を形作る絡み目」を、ハラウェイはコンタクト・
ゾーンとする。
　ハラウェイがコンタクト・ゾーンとみなす人間と犬の協働の場面において、主体の問
題が浮上する。ハラウェイは犬の「犬として」の主体をそもそも前提としている 7が、ル
イ・アルチュセールの呼びかけと応答の概念を援用し、コンタクト・ゾーンでは異種が互
いに呼びかけられ、応答しあい、「以前はそこに存在しなかった誰か」である主体として
出現するとしている。コンタクト・ゾーンでの呼びかけと応答を繰り返す結果として、伴
侶種はもつれ合って存在するようになる。
　さて、動物性愛者は多くが動物からの誘いかけに応えるかたちでセックスを行う。彼ら
は性器――「精神、あるいは「魂」「こころ」より低い位置にあり、それほど聖的ではな
い部分、つまり本質的に身体のなかで劣った箇所」［ルービン 1997: 105］――を含めた身
体接触を行って「一緒になる」過程を経験する。ハラウェイに倣っていえば、彼らはその
過程で異種が絡みあうコンタクト・ゾーンを形成しているともいえる。かたやアジリティ

5  ハラウェイは「どの種も、他種の寄せ集まりである。人間例外論は、伴侶種には忍容できない」［ハラ
ウェイ 2013b: 255］としている。

6  アジリティ競技とは犬の障害物競走のこと。コース上に置かれた障害物をクリアさせるように人間は
犬に指示を与える。

7  「動物の権利言説で通常使用されるカテゴリー――つまり、動物が恒久的に依存的であるかのような
存在（「劣った人間」）、まったくの自然であるような存在（「非人間」）、まったく同じであるような存
在（「毛皮をまとった人間」）のまま終わってしまうようなカテゴリー――を用いたのでは、我々はあ
まり遠くまでは到達できない」［ハラウェイ 2013b: 102］、「犬たちは（人間の）自己とは一切関係がな
い。犬は投影ではない。何らかの意図の実現でもないし、何か最終目的でもない。犬は犬である」［ハ
ラウェイ 2013a: 20］といった表現が見られる。
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競技、かたやセックスと違いはあるが、身体を重視する点も共通する。その点でハラウェ
イの伴侶種概念は動物性愛者とパートナー動物たちの関係性を説明するのに適している。
　しかしながら、人間と犬の対等なパートナーシップを議論するハラウェイの伴侶種概念
には、ある部分で問題があることを本論文では調査結果をもとに指摘したい。その問題と
は、伴侶種としての動物の性の軽視である。
　ハラウェイは伴侶種を「重要な他者（Significant Other(s)）」とする。この用語はハー
バード・ミードが提唱した、一般化された他者と区別される「意味ある他者」を示すほ
かに、アメリカ圏で 1990年代ごろから一般的な場面でも使用されるようになった恋人や
伴侶を表す表現でもあり、LGBTライツムーブメントの高まりを背景に、ジェンダー・
ニュートラルな言葉として定着したものである。「わたしたちはジェンダーのスペクトラ
ムについてそうだったように（そしていまでもそうであるように）、伴侶種という親族
ジャンルのために他の名詞と代名詞を必要としているのだ。パーティの招待状や哲学的議
論をのぞいて、「重要な他者」という語はヒトの性的パートナーの役に立たなくなるだろ
う。この用語は犬界の、寄せ集めの親族関係の日常的な意味を、かろうじて宿すことがで
きるにすぎないのだ。」［ハラウェイ 2013a:147］と記されていることからも、ハラウェイ
は犬を、動物性愛者がいうところの「パートナー」8としての立場に位置させることをも
念頭に置いているようにも思える。しかし、彼女はそこから巧妙にセクシュアリティの要
素を捨象する。
　理由は明記されてはいないものの、ハラウェイは愛犬カイエンヌに生後半年ほどで避
妊手術を受けさせていて、生殖能力のないカイエンヌが特定のオス犬と疑似性行為を行
う様子をくすくす笑いながら眺める［ハラウェイ 2013a: 151-154, ハラウェイ 2013b: 291-
293］。彼女は自ら去勢を施した愛犬の性的行為について、「再生産的異性愛ヘゲモニーを、
禁欲を進める性腺摘出を模倣しつつからかっている」［ハラウェイ 2013a: 153, ハラウェイ
2013b: 293］としている。彼女はこのとき、犬の性を使って人間社会への風刺を行ってい
るにすぎない。ハラウェイはコンタクト・ゾーンにおいて存在するようになる「心 -から
だ」［ハラウェイ 2013b: 267］、つまり心身の変容を重視しているにもかかわらず、愛犬カ
イエンヌの「心 -からだ」の性的な側面には笑うにとどまってしまう。また、カイエンヌ
とオス犬の性的行為について、犬に人間を投影させる擬人的視線でしか捉えられていな
い。ハラウェイがコンタクト・ゾーンにおいて注目したのは、実は自分自身の「心 -から
だ」のみだったのではないかと批判的に読むこともできる。ハラウェイは愛犬カイエンヌ
との関係の描写では、恋愛やパラフィリアといった言葉や、エロティックな表現さえ使用
する。にもかかわらず、ハラウェイ自身は動物の性的な呼びかけは見落としているか、あ
えて無視している。
　さて、ここで田中雅一による誘惑論［田中 2018］を参照したい。「誘惑」とは「自己が
主体的に他者に働きかけながら、他者を能動化し自己を受動化するという奇妙な遂行的

8  2-4にも詳述するが、動物性愛者は自身が特に愛着をよせる動物をペットではなく「パートナー」と
呼ぶ。
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（パフォーマティヴな）行為」［田中 2018: 4］である。田中は誘惑をアルチュセールの呼
びかけと対比して提示する。呼びかけが「従属する主体」を生み出して、一方的な他者の
主体化を進めるのに対し、誘惑概念では、能動的な主体である誘惑者が誘惑という能動的
行為を行うことで、誘惑される側の能動性を誘発し、それによって今度は誘惑者が受動的
な存在になる。ここで主体と客体の転換が起きるが、このとき呼びかけで起きるような主
体の従属はない。誘惑での「自他の関係はより対等（対等でないならそのように変化させ
〔る〕）」である［田中 2018: 56］。
　誘惑概念において重要だと田中が指摘するのは、対等性のある主客の転倒と、身体性
（身体の偶発性）である。身体的であるがゆえに、自身の意図を超えて誘惑される（ある
いは誘惑する）こともあり得る。誘惑は自分でもコントロールしにくい偶発性を備えた身
体が深く関わり主客を転倒させるものだからこそ、「わたしとわたしの身体の自律性・自
立性を否定する」［田中 2018: 53］のだ。
　田中による誘惑概念を援用すると、ハラウェイがかたくなに動物の性から目を逸らすの
は、それを直視すれば愛犬に誘惑された自分、あるいは同時に誘惑する自分を認めること
になり、彼女自身の自律性・自立性を失う恐怖があるからではないかと考えることができ
る。ハラウェイは愛犬カイエンヌと舌を絡めるキスをすることは堂々と明らかにする。カ
イエンヌはその「俊敏でしなやかな舌」でハラウェイとオーラルな交渉を行い、ハラウェ
イの「扁桃の組織を、旺盛な免疫システムのレセプターともども採取」するから、彼女た
ちの「ゲノムは想像以上に似ているはず」であり、そのようにして彼女たちは「伴侶種と
して互いを構成し合い、互いの生身をかたちづくっている」［ハラウェイ 2013b: 29］とい
う。ハラウェイがこのように彼女とカイエンヌの関係を描くとき、読む者は、空想的でな
おかつエロティックでもある異種混交的存在を思い描かされる。伴侶種の愛おしさ、その
誘惑の力とそれへの応答の結果としての異種混交的一体感を高揚した筆致で書き連ねなが
らも、ハラウェイは愛犬の性的行為は笑ってすませてしまうのだ。
　もう一点、注目すべきは異種間の対等性に関するハラウェイの逡巡である。ハラウェ
イはアジリティ競技ではカイエンヌとの対等性に確信がないとする［ハラウェイ 2013b: 
358］。これは人間が動物に指示を与える必要があるアジリティ競技では、特に誘惑の場面
で見られるような対等的・相互作用的な行為が生じえないからだろう。
　一方の動物性愛者は、セックスの場面ではパートナーの動物の誘惑と呼びかけに応じる
形をとる。本論文ではこの点について詳述しないが、動物性愛者は異種間の対等性をセッ
クスの場面でこそ重視し、そのとき自らが支配的立場を降りることによって対等性が叶え
られる瞬間を喜びとして受け止める［濱野 2018］。
　本論文では、動物性愛者の実態に関してハラウェイの伴侶種概念と比較検討しつつ、伴
侶種を論じる際のセクシュアリティに対する視点の必要性を指摘したい。

1-3-2　人間と動物の性行為に関する民族誌
　人間と動物の性行為は、それ自体が脱人間中心主義的ともとれるが、性行為を含む異種
間関係に関する文化人類学における先行研究はそれほど多くはない。とはいえ一部の民族
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9  ドゥヴルーによればモーハーヴィ人は動物と人間はもともとは差のない存在だったと考えており、そ
れゆえ家畜や犬を大切に扱う。ドゥヴルーはモーハーヴィ人の動物との性行為には残虐性はないと
し、彼らの動物との性行為を zoophiliaと表現している［Devereux 1948］。しかしながらモーハーヴィ
人の男性が特定の動物をパートナーと見なし、動物との関係性の構築のためにセックスをしている記
述はないので、本論文において考察する現代ドイツの動物性愛者たちにとっての動物とのセックスと
は異なる。

10  バイデルマンは、カグル人のある少年が他人の羊と性行為を行ったことで裁判にかけられた事例を紹
介している。少年は有罪となり罰金を科されたが、これは獣姦行為そのものに対する処罰ではなく、
他人の所有物である羊と無断で性行為を行ったからだった。カグル人は獣姦を不自然で馬鹿馬鹿しい
行為とみなすものの、法的あるいは超自然的制裁が加えられることはない［Beidelman 1961］。

11  Nerve.comは、米国のオンラインマガジン。セクシュアリティに関するトピックも多く扱う。
12  Heavy Petting はミダス・デッケルスの著書『愛しのペット――獣姦の博物誌』（1992＝ 2000）の書評
として書かれたものである。現在は Nerve.comからは削除されているが、ミラーサイト https://www.
utilitarian.net/singer/by/2001----.htm がある。（最終閲覧日：2018年 1月 6日）

誌は、特定の民族・文化では動物との性行為が異常とも違法ともされていないことを明ら
かにしてきた。代表的な先行研究を次に 3つ取り上げる。
　ジョルジュ・ドゥヴルーは、アメリカ合衆国南西部の先住民族モーハーヴィ人の男性に
は、性欲の発散を目的に家畜のロバなどと性交する慣習がある 9と報告している［Devereux 
1948］。トマス・O・バイデルマンはタンザニア中東部のカグル人の獣姦と法について考
察し、カグルの人々にとって動物との性行為そのものは罪とならないこと 10を明らかに
した［Beidelman 1961］。松園万亀雄はケニアのグシイ人の男性が「ある種の文化的な伝
統として」獣姦を行うことを記している［松園 1999: 89］。
　以上の先行研究では、モーハーヴィ人はロバや牛など、カグル人は羊など、グシイ人は
牛やロバなどの家畜を相手にする。家畜との性行為を行うのは男性であり、相手となる動
物は常にメスである。男性はペニスを家畜のヴァギナに挿入する。モーハーヴィ人、カグ
ル人、グシイ人のいずれも、男性とオスの動物との性行為は見られない。松園はグシイの
獣姦と、かつての牛牧村時代の遊牧生活とはある程度の相関関係があるとしたうえで、獣
姦を行うのが特に少年期の男性に多いことに注目する。少年たちは性に関する自身の身体
能力を試すために牛やロバのヴァギナに自身のペニスを挿入する。松園によればこれはグ
シイの多産願望という文化価値によって支えられている行為であり、そのため仮に獣姦が
露見しても重大な制裁は加えられないという。
　さて、これらの民族誌では、人間の男性が性欲の発散のためにメスの動物を相手とする
事例のみが取り上げられている。ここでは人間の男性は、メスの動物の性器を人間の女性
の性器の代替物として扱っているため、人間の男性とメスの動物は道具的関係から脱して
いない。また、記述される事例では、特定の動物の個体への愛着に関する観点が見られな
い。

1-3-3　動物性愛・獣姦に関する議論の概観
　動物性愛および獣姦に関しては、現在、精神医学、性科学、心理学、犯罪学、社会学、
哲学で議論されることが多い。
　動物解放論で知られる哲学者のピーター・シンガーは、2001年にアメリカのウェブサ
イト NERVE.COM11にHeavy Pettingと題する論考 12を発表した。この中でシンガーは、
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残虐な行為を伴う動物とのセックスを否定したうえで、「しかし、動物とのセックスがい
つも残酷さを伴うわけではない。（…）そしてときには、〔人間と動物が〕互いに満足のい
く性行為に発展することもあるかもしれない。（…）我々は〔他の動物と同様に〕動物で
ある。（…）そのことは、もはや我々の人間としての地位や尊厳を脅かすものではない」
と記し、暴力を伴わない限り人間と動物のセックスは受け入れられるべきであるとの主張
を展開して［Singer 2001］、論争を巻き起こした。
　シンガーに対する代表的な批判に、動物虐待などについても論じる犯罪学者のピアー
ズ・ベアーンによる議論が挙げられる。ベアーンは、動物とのセックスは「動物虐待とし
て考えられるべきである」とし、「残虐性を伴うか否かに関わらず寛容すべき行為ではな
い」として、シンガーの主張を「声なき仲間」である動物に対する虐待を助長するものだ
とした［Beirne 2001］。ベアーンは獣姦と動物性愛の区別をあえてつけず、すべてを暴力
行為だとする［Beirne1997, 2001］。同様の主張は、アメリカの動物の権利運動団体 PETA
（People for the Ethical Treatment of Animals／動物の倫理的扱いを求める人々の会）も行っ
ている。PETAは 2016年 6月 21日付で配信した記事「獣姦に対する声明」13において、
「合意に基づくセックスは二人の人間の間

0 0 0 0 0 0 0

で意思のもと行われるもので、人間に支配され
0 0 0 0 0 0 0

る動物
0 0 0

との間では起きえないものである。動物とのセックスは動物へのレイプである。動
物は選択権を持っていない」（傍点筆者）としている。
　一方で、動物性愛に希望を見出す論者もいる。哲学者のモニカ・バッケは、動物性愛は
「われわれ人間、われわれの身体、そして、リビドー的な邂逅をも含むわれわれと他の動
物の関係について完全に異なる概念をもたらすもの」で、「人間中心主義的な秩序を破壊
するもの」［Bakke 2009: 228］とする。また、人類学者のレベッカ・カシディは、動物性
愛を「家父長制や再生産（生殖および社会的再生産）に重きを置くシステムによってもは
や抑制されない、新しく出現しつつある多くのアイデンティティのひとつとして理解され
うる」［Cassidy 2009: 94］とする。
　動物との性行為に関する現在の議論は、往々にしてそれが動物虐待に当たるか否かに焦
点が置かれ、特に犯罪学では人間のセクシュアリティに善悪をつける形で論考が行われて
いる。また、多くがアンケート調査か文献調査のみで考察されているため、動物との関係
における人間と動物の言語に特化しない日常的なコミュニケーションや、両者の対等な関
係構築の可能性までは考察が進んでいない。

2　調査概要
2-1　調査対象
　調査対象としたのは、現在のところ世界で唯一の動物性愛者による任意団体「ZETA
（Zoophiles Engagement für Toleranz und Aufklärung／寛容と啓発を促す動物性愛者団体）」

13  “PETA’s Statement on Bestiality”（ 2016年 6月 21付記事）
 https://www.peta.org/media/news-releases/petas-statement-bestiality/
 （最終閲覧日：2018年 1月 6日）
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である。ZETAはドイツにて 2009年に設立された。主な活動内容は、動物性愛への理解
促進、動物性愛者への支援、動物性愛および動物性愛者への偏見や差別に対する反対運
動、動物虐待防止の取り組みなどだ。メンバーは現在約 30名で、ほぼ全員がドイツ在住
のドイツ人であり、圧倒的に男性が多い。基本的には、動物性愛者や獣姦愛好者が集うイ
ンターネットのフォーラムや、さまざまなオンラインゲーム、動物保護に関するオンライ
ンコミュニティなどで既存メンバーと知り合い、勧誘を受けたことをきっかけに加入して
いく。
　ZETAもまたオンラインコミュニティの側面が強く、メンバーが日常的に集う事務所の
ような特定の場所は設けていない。各都市に離れて住むメンバーたちは日々チャットや
メールで連絡を取り合う。全員で顔を合わせて集まるミーティングは年に 1～ 2度しか開
催されない。
　本研究ではこれまで ZETAに所属するメンバーを中心に、元メンバーやその周囲にい
る動物性愛者たち合計 22名（男性 19名、女性 3名）に調査を行った 14。

2-2　調査期間と方法
　調査期間は 2016年 10月 8日から 11月 20日、2017年 6月 6日から 9月 10日の合計約
4か月間で、ドイツ国内計 11都市 15を巡り、各地に居住する動物性愛者の家庭に滞在し
ながらインタビュー調査と参与観察を行った。使用言語は主に英語で、ときおりの簡単な
雑談はドイツ語で行った。
　また、本論文で使用している彼らの発言は基本的に録音データに基づいているが、日常
生活を共にするなかでの雑談で得られた情報も数多くあるため、調査中のメモ書きをもと
に構成した部分もある。

2-3　法律的側面から見るドイツにおける動物性愛をめぐる状況
2-3-1　セクシュアリティと法
　ドイツにおけるセクシュアリティと法の関連を確認しておきたい。
精子の無駄遣いを禁じ、適切な親族形成を促す宗教規範や社会規範は、「不自然な性行
為」をタブーとしてきた。キリスト教では旧約聖書のレビ記 18章において、近親相姦や
同性愛、月経中の女性との性交、獣姦は「いとうべき性関係」として厳しく禁止されてい
る［共同訳聖書実行委員会 1988:（旧）190-191］。これをもとに成立したソドミー法がド
イツでは実に長い間、社会に影響を与え続けた。ソドミー法は中世に始まり、プロイセン
王国では刑法 143条として条文化され、それを引き継ぐ形でドイツ帝国では 1872年に憲
法刑法 175条として成立する。175条の内容は「男性同士の間で、または人間と動物の間

14  このうち、ZETAメンバーの男性２名とは面会がかなわず、オンライン・チャットのみでの調査と
なった。ドイツでの調査のほかに、日本では動物性愛者の男性２名、獣姦愛好者の男性２名の合計４
名に対し調査を行った。

15 インフォーマントのプライバシー保護のため、都市名の記載はしない。
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で行われた自然に反するわいせつ行為は、禁固刑によって罰する」というものだ。
　ドイツ圏はヨーロッパでもっとも早い時期に同性愛擁護運動が開花した地域であり、そ
の運動は初期段階から一貫して法的抑圧からの解放を第一の目的としてきた［谷口 2002: 
17］。1860年代から、男性同性愛者を中心とする当事者たちが刑法 175条の制定に対して
抗議する運動が始まった。その中心となった人物には、「同性愛（Homosexualität）」とい
う言葉の生みの親であるジャーナリストのカール・マリーア・ケルトベニーなどがいる
［谷口 2002: 17］。しかしながら刑法 175条がなくなることはなく、政権が変わっても長々
と存続していった。1920年代ごろには、性科学者のマグヌス・ヒルシュフェルトがワイ
マル期ドイツにおいて同性愛者の権利を擁護する運動の指導者として現れる。ダグマー・
ヘルツォークによれば、彼が主導した運動は、当時、数十万人の支持者を有していたとい
う［ヘルツォーク 2012: 14］。しかしながら刑法 175条は存続し続け、ナチス政権下でも
施行された。ヒルシュフェルトの研究所も弾圧され、運動は下火になってしまう。
　ナチス政権には、政治的に理想的で有益な性を規範化した側面がある。刑法 175条に
則って、ナチスは数万人の同性愛者を有罪と断定し、強制収容所に送還し迫害した。一方
では、健康な異性愛の「アーリア人」と評価された人々の生殖の奨励が行われた［ヘル
ツォーク 2012: 3］。ナチスが行ったのは、正しいセックスとは、健全な異性愛のアーリア
人によって出産を目的として行われるものという規範作りである。
　さて、ナチス政権の崩壊後、ドイツ国内では刑法 175条は適用範囲が徐々に縮小された
が、完全に撤廃されたのは 20世紀も末となった 1994年のことである。ドイツは性に対す
る法の規制に対して早くから知識人や当事者たちが反応し、組織だって運動を展開した国
であるにも関わらず、長い間、ソドミー法の抑圧から逃れられなかった。
　戦後のドイツではナチスへの反省が徹底して行われ、「過去の克服」と総称される取り
組みが官民双方によって行われてきた。現在のドイツはセクシュアル・マイノリティに対
し寛容な国と目されている。特に都市部ではセクシュアリティに関する開放的な側面が強
く見られ、ベルリンにはゲイのミュージアム「シュヴーレス・ミュージアム」があるほ
か、LGBT解放のパレード「クリストファー・ストリート・デー」は主要各都市で毎夏
開催される。特にベルリンでの当パレードは世界最大規模といわれ、参加者や観客は 50
万人以上にのぼる。
　ZETAという動物性愛者によるセクシュアリティの解放を掲げる世界唯一の団体がドイ
ツに世界で初めて誕生した要因のひとつは、セクシュアリティに関する自国の負の歴史へ
の反省と、ある種の反動としての性に対する解放的な風潮に求められると考える。

2-3-2　動物性愛と動物保護法
　さて、現在のドイツにおいて動物との性行為に直接的に関与するのは動物保護法であ
る。
　刑法 175条は獣姦を「自然に反するわいせつ行為」として罰則対象にしていたが、旧西
ドイツでは 1969年の法改正時に獣姦が禁止項目から削除された。したがって 1969年から
2013年までが動物に対し性的欲望を抱える人にとってもっとも安全な時期だったと言え
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16  調査対象となった動物性愛者たちがパートナーのほかに飼育していたペットには、猫、ハツカネズ
ミ、インコ、トカゲがいた。

るだろう。というのも 2013年には、動物保護法第 3条に新項目の第 13項が制定され、条
件付きで動物との性行動が禁じられることになったからである。
　ドイツは、ヨーロッパでもひときわ目立つ動物保護先進国である。ドイツにおける動物
保護の法制度は、19世紀にザクセン、バイエルン、プロイセンなど領邦国家で動物虐待
罪が規定されたのが嚆矢である。1871年にはドイツ帝国におけるドイツ刑法 360条 13号
にも動物虐待罪が規定された［浦川 2003：195］。ナチス政権下の 1933年には「ライヒ動
物保護法」という体系的な動物保護法が作られ、その内容が 1972年制定の動物保護法に
引き継がれて現在に至る。1986年の民法改正時には、動物保護法は動物を「人が保護と
配慮の責任を負っている人間と同じ被造物であり、痛みを感じるいきものである」とした
［浦川 2003: 196-197］。動物をモノではなく「人間と同等のいきもの」とドイツは定義し
たのである。
　さて、2013年に追加された動物保護法第 3条第 13項は「動物を人間の個人的な性行動
に利用すること、他人の性行動のために訓練すること、所有する動物を他人が利用するの
を許すことにより、動物に種として不適切な態度を強いるのを禁じる」というものだ。
　2015年、当時 ZETAに所属していたあるメンバーが、動物保護法第 3条第 13項は動物
性愛を不当に禁止するものであり、動物性愛者の性的自己決定の権利を阻害するものだと
してドイツの連邦憲法裁判所に異議申し立てを行い、斥けられた。その理由をおおよそま
とめると、第 3条第 13項は動物に種として不適切な態度を強いた際にのみ適用されるも
のであり、したがって審判請求人による異議申し立て内容は本項目に当てはまらないとい
うものだった。これは動物に「種として不適切な態度」を強いなければ、動物とのセック
スは問題視されないと解釈できる。言い換えれば、「動物保護法第 3条第 13項目は、人々
の性的自己決定権を阻害しない」と連邦憲法裁判所は判断したと理解できる。ZETAはこ
の司法判断をもとに、動物性愛者と動物との性行為はドイツでは原則禁じられていないと
している。
　ZETAの活動は、セクシュアリティの解放運動と、動物の権利運動の重なり合う場面で
法律に対峙しつつ行われている。法の抑圧からの性の解放を目指す点では、ドイツのセ
クシュアリティ解放運動の伝統の延長線上に位置すると指摘できる。しかしながら ZETA
は反動物保護法の態度を取らない。ZETAは動物性愛とは動物愛護の精神と合致するもの
だと主張している。現在のドイツにおいて、動物性愛というセクシュアリティおよび当事
者による言説は、法律と絡み合いながら生成されている段階である。

2-4　動物性愛者と「パートナー」動物の特徴
　動物性愛者たちは、特にセクシュアルな感覚を向ける特定の動物の個体を「パート
ナー」と呼ぶ。パートナーとなるのは個人が飼育する動物であり、食肉などの目的で飼育
される家畜ではない。本研究での調査では、たとえば動物をたくさん飼育している場合 16
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には、「彼（女）がパートナーで、他はペット」という説明をされることがしばしばあっ
た。これは彼らにとってパートナーがかけがえのない存在であることを示している。パー
トナーは人間ひとりに対し一頭であることが多いが、「彼（女）だけが自分にとって特別
だから」という心理的理由や「経済的にも体力的にも一頭しか飼えない」という理由が多
く聞かれた。
　パートナーとなる動物は犬が圧倒的に多く、次いで馬である 17。犬が多い理由は、なん
といっても存在の身近さと飼育のしやすさにある。現代の都市生活者にとって、犬はもっ
とも暮らしを共にしやすい異種 18であり、なおかつ家の中という私的空間で接触する機
会が多い。それゆえ多くの動物性愛者が身近な犬と最初の性的接触を経験する。この際の
性的接触というのはペニスの挿入行為ではなく、たとえば犬に顔や体を舐められるなど
の、人によっては性的とは感じられないであろう、身体的接触を含んでいる。
　パートナーとして好まれる犬種は、ジャーマン・シェパードやラブラドール・レトリー
バー、ドーベルマンなどの大型犬だ。これまでの調査では、これらの犬種の雑種が多かっ
た。ZETAのメンバーは、幼犬よりも引き取り手が少なくあぶれてしまいがちな成犬の雑
種を動物保護施設などから迎え入れることが多い。また大型犬が人気なのは、人間との体
格差が縮まるため、セックスで犬を傷つける可能性が少ないと考えられているからであ
る。
　動物性愛者は自身のセクシュアリティを説明するとき「自分はズー（zoo；zoophileの
略）だ」と表現する。ここには、自分は暴力的なビースティー（beasty; 獣姦愛好者）とは
違うのだという意識が見え隠れしている。
　また、動物性愛者だからといって、全員が必ず動物とセックスするわけではない。動物
性愛者は「動物を尊重し平和的に共存することを実践している」と主張する。したがって
動物が望まなければセックスをしないという。
　男性でパートナーがオスの場合は「ズー・ゲイ」、女性でパートナーがメスの場合は
「ズー・レズ」、パートナーの性別を問わない場合は「ズー・バイ」など、ズーにも区別
がある。また、動物にしか興味を持たない人もいれば、人間とも恋愛やセックスをする人
もいる。人間に対してはヘテロセクシュアルだが、動物に対してはズー・ゲイの傾向が強
い人もいるし、人間に対しても動物に対してもバイセクシュアルという人もいる。ここに
は種だけではなく性別の攪乱も見られる。
　また、動物とのセックスにおいて自分が受け身な場合を「パッシブ・パート」といい、
その逆を「アクティブ・パート」という。ズー・ゲイを例に説明すると、動物のペニスを
自身の肛門に受け入れる側が前者、その逆が後者となる。私の調査対象者は大半がズー・
ゲイのパッシブ・パートであり、ズー・ゲイのアクティブ・パートはひとりもいなかっ 

17 動物性愛者がパートナーとして好む動物種は「犬だけ」「犬と馬」など、それぞれ固定的である。
18  猫は犬と人気を二分するペット動物ではあるが、セックスのパートナーにはなりにくい。なぜならば
猫は体格と性器のサイズが人間に比べて小さすぎるうえ、舌がざらざらしているのでオーラル・セッ
クスをしたとしても痛いのだという。私の調査対象には猫をペットとして飼っているケースはあって
も、パートナーとする者はいなかった。
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19  ウィリアムズ＆ワインバーグの調査結果では男性と犬とのセックスの方法は多い順に「人間の男性に
よる犬のヴァギナへのペニスの挿入」が 74パーセント、「人間の男性が犬のペニスの挿入を自身の肛
門に受け入れる」が 63パーセント、「人間の男性が犬からオーラル・セックスをされる」が 44パー
セント、「人間の男性が犬の肛門に挿入する」が 24パーセントとなっている［Williams and Weinberg 
2003: 529］。この統計ではアクティブ・パートの男性の性行為が多数を占めるにもかかわらず、本調
査で実際に会って話を聞けたアクティブ・パートの男性は、全 19名の男性のうちわずか 5名である。

20  調査対象となったドイツの動物性愛者全 22名のうち、犬を性的対象とする人物がもっとも多く 17名
だった。

21 チャットのみで調査した男性 2名を除いた人数。
22  こういった人々は、セックスの意味や方法といった性に関する知識がない幼い頃から動物に対する強
い愛着があり、人間とよりも先に動物とのセックスを経験したり、そもそも人間に対しては性的興味
が湧かなかった人などがいる。彼らは異口同音に「動物への愛着や性的欲求は自分ではどうにもなら
ない、あらかじめ備わっていた感覚」だと言う。

23 動物性愛に目覚めたきっかけが、思春期以後の動物との直接的な性的接触であるケースなどがある。

た 19。これは、動物の肛門への人間のペニスの挿入は、ドイツの動物保護法が定義する
「種として不適切な態度」を強いる行為だと見なされるからだと推測できる。
　本論文では犬をパートナーとする 20、あるいはまだパートナーはいないが犬をパート
ナーとしたいと望んでいて、もともとは動物性愛者ではなかったが、動物性愛者となって
いった人々を取り上げる。人物および犬の名前はすべて仮名である。また、個人を特定で
きる情報となる居住区については大まかな表記にとどめる。

3　ズーになる

　ドイツでの調査の過程で出会った動物性愛者 20名 21のうち、「生来的に選択の余地な
く動物性愛者であり、幼少期から思春期にかけてセクシュアリティを自覚した 22」と説明
する者は 12名で、すべて男性だった。続いて 3名の男性が「おそらく生来的に動物性愛
者だが、人間を愛するものだと思い込んでいたため性的指向を封じ込めており、思春期以
降に何らかのきっかけ 23があって動物性愛者であると自覚した」と話した。残り 5名（男
性 2名、女性 3名）には生来的に動物性愛者だったという意識はなかった。本章では、こ
のうち 4名（男性 2名、女性 2名）に焦点を当て、彼らがいかにして動物性愛者になって
いったのかを見ていく。

3-1　セクシュアリティを選び取る
　本節では、動物性愛のあり方が示す動物への接し方に惹かれ、セクシュアリティを選択
した人々の事例をふたつ取り上げる。

【事例 1――理想的な生き方を実現するためのセクシュアリティ】
　ロンヤはドイツ中部の都市に住む 50代半ばの女性だ。人間に対してはレズビアンであ
り、現在は人間の恋人はいない。身体にさまざまな問題を抱え、数年前から車いすを使用
する生活をしている。ロンヤは動物性愛者となってから日が浅いため、動物とのペニスの
挿入を伴うセックスの経験はない。彼女にとっての初めての動物のパートナーであるア
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ヌークは、ある動物保護施設から迎え入れた犬種不明の雑種のオス犬である。私が滞在し
ている間にアヌークはちょうど 1歳の誕生日を迎えた。ロンヤはいま、アヌークに身体障
碍者補助犬としてのトレーニングを受けさせている途中だ。共に歩き、暮らす方法をロン
ヤ自身が日々教えている。
　ロンヤの日課はアヌークを中心に回る。散歩は朝、昼、夕、夜と一日に 4回だ。時にそ
の距離は合計 15キロメートルにもなる。近くの公園のドッグランを訪れる夕方の散歩は
特に大事だ。そこには近所中の犬とその飼い主が集まってきて、犬たちはリードなしで自
由に駈け回る。飼い主たちはビールを飲み、タバコを吸い、語らいながら犬たちを見守っ
て、フリスビーを投げたりして犬たちと遊ぶ。他人の飼い犬でも、噛みつくなどの態度を
とれば遠慮なく叱る。皆で犬と人間が共生する場を作り上げている。アヌークを飼い始め
てからできたドッグランの仲間たちは、今のロンヤにとって大切なコミュニティである。
アヌークの出現は彼女に新しい人間関係ももたらした。
　まず、彼女のセクシュアリティについて、語りを通して見ていきたい。

ロンヤ：私は本来的にはバイセクシュアルだと思う。男性とも女性ともセックスをし
てきたし、男性を愛したこともある。愛されたこともね。でも私はいつからか女性を
愛することに決めたのよ。というのは、男性とのセックスでは、私は快感の道具とし
て男性を扱っているのではないかとある頃から懐疑的になってしまったから。多くの
男性が性欲の発散のために女性をセックス・トイのように扱うでしょう。あれはマス
ターベーションの延長ね。私は自分がそんな男たちと同じ種類の人間に成り下がるの
は嫌だったの。どういうわけか私は女性に対しては受け身になるのよ。男性に対して
は責めの側に回るんだけどね。それで私は女性を愛す女性になったの。

（2017年 6月 28日）

　ロンヤは 20年以上も前にすでに一度「レズビアンになる」ことを決めている。このと
き、彼女はセックスでの立場や役回りから発生する相手との関係性の意味合いに注目し、
理想とする態度や生き方にふさわしい関係性を求めてセクシュアリティを取捨選択したと
いえる。
　彼女がさらに動物性愛を自分に追加する形で選択したのは、わずか 1年前のことであ
る。そのきっかけとなったのが、ZETAのメンバーでもあるバルバラという女性との出会
いだ。
　ロンヤはバルバラと ZETAではないオンライン・コミュニティで知り合った。動物保
護に関するディスカッションを行うフォーラムである。二人は意見交換をするうち親しく
なった。

ロンヤ：バルバラは仲良くなってからもズーだということはなかなか私に言わなかっ
たわ。長い時間をかけて信頼関係が築き上げられたころ、バルバラがわざわざ訪ねて
きた。真剣な様子だったから何かと思ったら、「私はズーなの」と打ち明けてきた。
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私はそのとき動物性愛という言葉も知らなかったし、ズーとビースティーの区別もつ
いていなかった。彼女は丁寧に動物性愛がどういうものなのか説明してくれた。私は
バルバラと彼女の飼い犬のルナの関係を見ていて「普通の飼い主と犬との関係とはな
んだかちょっと違う 24」とは前々から思っていたから、腑に落ちたし、驚きもあまり
なかった。というのも私自身も幼い頃からとりわけ動物が好きで、その中でも特に犬
なのだけど、30年前に飼っていた犬のことを今でも忘れられないのよ。彼のことを
深く愛していた。アヌークへの思いと何ら変わりないわ。違いは彼とはセックスがな
かったという点だけ。それは単純に私がそのころ動物性愛を知らなかったからでしょ
うね。

（2017年 6月 29日）

　ロンヤはバルバラを通して動物性愛を知った後、自分自身と動物の関係を考え始めた。
彼女は幼いころから常に動物が身近にいる暮らしをしてきた。しかし、動物に対して性的
な欲望を感じたことはこれまで一度もなかった。そのため自分も動物性愛者だとすぐに結
論づけられたわけではない。「数年かけて考え続けて、次に犬を飼うならズーになろうと
決めた。ズーであることを選んだの」とロンヤは言う。ここでもロンヤは自分の生き方を
よりよくするための手段としてセクシュアリティを選択している。

ロンヤ：私は小さいころからいつも動物のことが理解できるという感覚を持ってきた
の。何を恐れているか、何がしたいか、そういうことが分かるから。ズーになるずっ
と前から動物を尊重してきた。それでも性のことだけはなぜか抜け落ちてきたのよ
ね。けれどもいったん真剣に考えはじめてみると、動物の性を無視することはできな
くなったのよ。動物性愛を知って、私のように動物への共感が強い人間が他にもいる
とわかったとき、気が楽になったし、前よりも安らげるようになった。ズーになって
からはさらに動物を尊重できるようになったと思うわ。もちろん動物は私たちとは違
う生き方をするということは分かったうえでよ。私は “ノーマル ”な（指で鍵かっこ
を付けるジェスチャーをして笑いながら）関係をアヌークと築いているわよ、他の
“ノーマル ”な人たちが人間同士で築くのと同じようにね。

（2017年 7月 1日）

　セックスの側面を含めてパートナーを尊重することこそ “ノーマル ”な関係性だとロン
ヤは破顔する。ロンヤはアヌークを対等な存在と見なしているからこそ、彼の生に備わる
性の側面を無視せず、“ノーマル ”な関係性を築こうとする。これまで動物とのセックス
に無関係の人生を送ってきたにも関わらず、なぜアヌークとのセックスを受け入れられる
と思うのかと尋ねてみた。

24  ロンヤは、バルバラとルナの様子を「普通の飼い主と犬よりも距離感が近い。バルバラは本気でルナ
に恋していて、言葉にしづらいんだけど、とにかく夢中なのよ」と言う。
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ロンヤ：始終本気で一緒にいたら、アヌークの日々の成長や感情の変化は手に取るよ
うにわかるし、その中には性欲も含まれる。私はアヌークを愛しているから彼のすべ
てを受けいれたい。とはいえ、私はセックスが誰かとの関係性において必ず必要とさ
れるものだとも思わないのよ。セックスは誰とであれ素晴らしい経験になりうるけれ
ど、それはセックス以外の部分がうまくいっていることが前提。そうでなければセッ
クスはいったい何のためにあるの？そして、そう考えると、私とアヌークがセックス
できたらやっぱり素晴らしいでしょうね。

（2017年 7月 2日）

　ロンヤにとっては、性欲を無視することは対等なパートナーを尊重しない行為だ。彼女
はアヌークとの関係性に自信を持っているから「セックスできればきっと素晴らしい」と
考える。彼女にとってセックスは、よい関係性によってもたらされる信頼の結果として生
じるものであり、動物性愛というセクシュアリティは、それを叶える新たな方法となって
いる。彼女にとって動物性愛は動物への強い共感と、相手の「すべてを受け止める」共生
の方法を肯定させてくれるセクシュアリティだ。
　では、ロンヤの生活、そして身体と心はアヌークを受け入れてからどのように変わって
いったのだろうか。

ロンヤ：それまで毎日パソコンにかじりついて、家から出ようなんて気すら起きず、
鬱々としていたの。けれどもアヌークに一目惚れして恋に落ち、一緒に住むように
なって以来、私は人生を取り戻している。すべてがよい方向に変わったわ。私は 40
歳には車いす生活になるだろうと言われていたの。だけど努力してその時期を何年か
遅らせた。スポーツをして、身体に気を配って。でもね、やはり車いすになってしま
うとこんなざまよ。私は自分が醜く太ってしまった姿も、障碍を持っている自分のこ
とも嫌いで認められないできた。障碍がなかったころに比べたら（人間との）恋愛関
係だってうまくいかないのよ。だけどアヌークが来てから、私はそういった悩みをす
べて手放せたの。犬はありのままの私たちを受け入れる。私の障碍を説明する必要
も、私が自分を責める必要もない。それだけで私にとっては素晴らしいこと。

（2017年 6月 27日）

　また、ロンヤはいまでは障碍を憎く思うどころか、ありがたく感じるようにさえなった
という。

ロンヤ：障碍があればこそ、アヌークに身体障碍者補助犬という役割を与えられる。
補助犬は一部の商店でも、長距離移動の電車でも一緒にいられる。これは犬を愛する
人間としては特権とも呼べるんじゃないかしら。そう気がついたとき、私は障碍に関
する新しい見方を手に入れたの。もはや障碍を憎まなくなったわ。

（2017年 6月 30日）
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　ロンヤはアヌークと出会い、共に暮らすことで新しい生活や新しい心身を手に入れてい
る。アヌークを身体障碍者補助犬とすることは彼女にとって犬の使役ではなく、できうる
限りの時間や経験の共有を可能にするためのシステムである。まだ 1歳のアヌークは補助
犬としては見習い中だが、ロンヤは将来的には自分が倒れたら何をするべきかアヌークは
理解するようになり、皿や洗濯ものを運べるようにさえなると期待している。彼女の生活
を成り立たせる存在、つまり伴侶種として、アヌークはこれからも変わり続けていくはず
だ。
　ロンヤは車いすの手すりにアヌークのリードを括り付ける。あるとき一緒に散歩してい
たら、孫と思しき小さな男の子と歩いていた老年の男性が「おや、見てごらん。偉い犬だ
ねえ。車いすを引っ張っているよ」と言った。ロンヤは即座に「いいえ、この犬は私を
引っ張っていません。私と一緒に歩いているんです」と言い放ち、老人を狼狽させた。
通り過ぎた後、ロンヤは「失礼な人ね！」と憤慨し、「とはいえ、確かに私ももうちょっ
と、アヌークのペースをコントロールできるくらいには腕力をつけなくちゃね」と言っ
た。彼女にとってアヌークは犬ぞりを引く犬のような使役犬ではなく、ともに歩くパート
ナーだ。ドッグランへと急ぐアヌークのために一緒に歩くロンヤもまた、彼の伴侶種とし
て変化しつつある。
　ロンヤ -車いす -アヌークの関係は、まさに異種混交的な伴侶種同士の絡まり合いを形
成して生きていくことを可能にし、「一緒になる」過程を生成し続けている 25。そしてそ
の過程にはセックスもひとつの要素となっていて、ロンヤはそれを引き受けようとしてい
る。
　アヌークはこれまでロンヤに乗りかかりセックスを求めたことはない 26。だが、そのう
ちアヌークからの誘いが高まる可能性をロンヤは十分承知している。というのも最近に
なって、裸で就寝する彼女のベッドにアヌークがもぐりこみ、熱心に彼女のヴァギナを舐
める行為を始めたからだ。

ロンヤ：アヌークがそういうムードになっているときは、まず目つきが変わる。いつ
もとちょっと違う。それから特別な笑みを浮かべる。普段、アヌークは玄関から続く
スペースにある彼専用の寝床で寝ているでしょう。でも、彼がそういうムードのとき
は私のベッドに来て一緒に寝ようとする。そして私の顔、耳を舐めてキスしようとす
るの。ベッドカバーをぐちゃぐちゃにしながら。だから私は目が覚めてしまう。する
と彼は掛布団に潜り込むのよ…、鼻で私の身体を突っつきまわってね。私もその気が
あるときは、彼にしたいようにさせる（アヌークが彼女のヴァギナを舐める）。私に
も余裕があるときに限るのよ、というのも彼がそういうムードになってしまったら、

25  ハラウェイは脚が不自由だった父親と杖の関係を「伴侶種としての関係性を取り結ぶことは、生きて
いくことを可能とするうえで必要だったのだろう」［ハラウェイ 2013b: 261］としている。

26  ロンヤはこれをアヌークの年齢によるものだと考えている。というのも、これまでアヌークが熱中し
てきたのは他の犬とのじゃれ合いや喧嘩だからだ。
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熱中してしまって、止めるのは本当に難しいから。
（2017年 6月 29日）

　アヌークの「いつもとちょっと違う目つきや、特別な笑み」を、ロンヤの勘違いあるい
は動物の擬人化だと判断するよりも、彼らの間に親密性が出現するきっかけとなるまなざ
しの交差なのだと解釈したい。ロンヤはアヌークの言葉を使わない誘いかけに対し、身体
を預けるという方法で応答する。

ロンヤ：動物が喋ってくれたらどんなにいいか！動物が喋ってくれさえしたら、私が
アヌークと完璧にコミュニケーションが取れていると証明できる（アヌークがロンヤ
とセックスをしたいと言っているのが証明できる）のに！そして、動物の性のことも
もっと理解できるようになるのに。

（2017年 7月 4日）

　ロンヤにとって、パートナーからのセックスへの無言の誘いは明白なものだ。彼女は身
体的な応答を繰り返し、ズーになっていく。

【事例 2――性的指向は先天的なものではない】
　20代半ばの男性トビアスは人間に対してはバイセクシュアルだが、本人いわく「80
パーセントくらいゲイのバイセクシュアル」である。
　彼は幼少期から動物好きだったが、現在でも共に住む両親の意向で動物を飼った経験は
ない。その代わり部屋には 28個もの大小さまざまなシベリアン・ハスキーのぬいぐるみ
が並べられている。そして壁にはオオカミの絵や写真が飾られている。彼がもっとも好き
なのはイヌ科の動物だ。その魅力を聞くと彼はこう答えた。

トビアス：目だよ。特にオオカミやシベリアンハスキーの目。人間にはないあの美し
さに吸い込まれてしまうんだ。

（2017年 8月 6日）

　トビアスは 16歳からファリー・ファンダム（Furry Fandom）に傾倒している。ファ
リー・ファンダムとは動物の異装を楽しみ、動物をモチーフとしたアートやコミック、映
像作品などを好むファリーと呼ばれる人々によって形成される集団のことであり、現在、
欧米圏で一大潮流となっているサブカルチャーである。トビアスに限らず 30代以下の動
物性愛者にはファリーでもある人々が多い。トビアスはファリー・ファンダムで出会った
元恋人の男性から影響を受け、動物性愛者の自覚を持つようになったが、動物とのセック
スの経験は今までのところない。

トビアス：僕がズーになった経緯は他の人とかなり違うと思う。なにせ僕ははじめア
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ンチだったんだからね。ズーなんてペドフィリアと同じで、ダメなやつらだと思って
いたんだ。僕には 16歳ごろから 21歳ごろまで付き合っていた男性の恋人がいた。彼
は小児ポルノを見る人だった。本人は自分を責めていたし、僕もそれはおかしいと
思っていたから、心理療法士のところに一緒に通ったりもした。彼はそれでもやめら
れなくて、ポルノを見ては後悔する。「ペニスが見たがっているんだ、俺じゃない！
俺は見たくないんだ」とまで言っていたな。彼は実は動物への性的欲求もあったんだ
けど、長いこと僕には隠していたんだ。でもある時、偶然彼のパソコンを見てしまっ
た。すると、ビースティーやズーが集まるサイトにログインした状態で画面が開かれ
たんだ。唖然としたよ。彼をどう理解したらいいのかと思った。それで悩んでいた
ら、ファリーのオンライン・フォーラムで、ある人物と出会った。その男性はズーだ
と公言していたので、思い切ってメールを書いた。3週間にわたって毎日やりとりし
たんだ。ズーとは何かを知りたかったから。その人は、僕の元恋人について「聞く限
りビースティーじゃなくてズーだと思う」とアドバイスしてくれた。その人は心理的
な部分も含めて、根気よく丁寧に説明してくれた。そのおかげで僕は偏見をなくすこ
とができた。それまではズーとビースティーは同じで犯罪者みたいなものだと決めつ
けてしまっていたけど、違うんだとわかるようになった。それから 4か月かけて情報
を集めたんだ、今度は自分のために。だって僕も昔から動物が好きだし…、それに、
当時は誰にも隠していたけど、僕は人間が動物をレイプする映像こそ見ないけど、動
物同士が交尾する映像を見て興奮することはあったから。僕にもズーと言える部分が
あるんじゃないのかなと自問自答したんだ。

（2017年 8月 5日）

　トビアスは恋人を理解したいという思いから動物性愛の理解を始め、最終的には恋人に
「自分もズーだと思う」と告げるに至った。しかし、返ってきた反応は冷ややかだった。

トビアス：「ズーにはなれない。そう生まれてくるんだ」と彼は言ったんだよ。僕は
そうは思わない。性的指向は血にあらかじめ入っているものじゃない。それには確信
がある。だって、僕はその人と出会うまで自分は異性愛者だと思っていたんだ。でも
彼と付き合って男性ともセックスができるようになった。僕のセクシュアリティの新
たな側面を掘り起こした張本人が、ズーは生まれつきだなんて言うのはおかしいだ
ろ。

（2017年 8月 5日）

　トビアスは性的指向を生来的なものと考えていない。恋人との関係性のなかでバイセク
シュアルになっていった経験を持つ彼にとって、セクシュアリティは受容から出発しうる
拡張性のあるものである。では、拡張したセクシュアリティとしての動物性愛は、たとえ
ばいつか必要がなくなったときには捨て去ることも可能なのだろうか。
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濱野：あなたは自分をズーだと断言するけど、（これまでに具体的な動物との性経験
もないので）今後「やっぱりズーじゃなかった」と思うこともあり得るんじゃない？
トビアス：一度ズーだと気づいたら、二度と元には戻れないよ。セクシュアリティは
そんなに簡単に捨てられるものじゃない。僕はズーだし、ズーであるということはど
ういうことかはっきり考えているから、それを変えることは二度とできない。
濱野：じゃあ、動物とセックスを試してみて、嫌だった場合はどうしたらいいの？
トビアス：マスターベーションをしてやる方法だってあるし、最近では犬用のセック
ス・トイ 27もあるんだよ。ズーだからといって、セックスしなきゃいけないわけじゃ
ない。他のセクシュアリティだってそうでしょ。

（2017年 8月 5日）

　トビアスにとってセクシュアリティは可塑性の高いものだが、一度拡張したセクシュア
リティは元の鋳型には戻らない。トビアス自身による動物性愛の定義は、「動物にセック
スの選択肢を与え、動物のセックスを抑圧せず、人間に対するのと同じように動物を愛す
ること」というものだ。動物を人間と同じようにセックスの欲望がある対等な存在と見て
いるし、なおかつ、人間と同等にその欲望が叶えられる必要があると考えている。新しい
動物の愛し方を知ってしまった以上、動物の性を無視しぞんざいに扱う飼い主には二度
と戻れないとトビアスは考える。トビアスの元恋人がポルノを前に「ペニスが見たがっ
ているんだ！」と叫んだのと興味深い対照をなして、トビアスは頭脳先行でズーになり
つつあり、それは動物性愛というものが彼にとって生き方の問題であることをも示して 
いる。

3-2 秘密の共有による人間関係の変化
　本節では、動物性愛者によるカミングアウトを受けて周囲の人々が受容していく事例を
ふたつ取り上げる。

【事例 3――友達に打ち明ける】
　20代前半の男性クルトは、人間に対してはゲイである。
　動物性愛者としての自覚はあるが、これまで動物との性行為や性的な接触の経験はな
い。クルトは家族と同居しており、メスの犬も飼っている。しかし彼にとってその犬は
ペットとしての家族の一員であり、セクシュアルな感覚を持ったことはない。彼の様子を
見ていれば、彼がその犬をパートナーと見なしていないのは明らかだった。というのも私
がこれまでに出会ってきたズーたちは、パートナーを常に視界のどこかに入れ、ひっきり
なしに気に掛けており、犬もまた彼らの近くに常にいて、頻繁に互いの身体に触れるか、

27  フランス製の犬用のセックス・トイ「Hot Doll」のこと。価格は 189ユーロ（約 2万 5千円）。22～
46センチの犬用。
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目を合わせるかする。そして一日に何度も舌を絡めるキスをする。しかしクルトとその犬
に関してはそういった身体的交渉は一度も見られなかっただけでなく、クルトの部屋に犬
が訪ねてくることもなければ、クルトが積極的に犬の世話をする場面もなかった。
　クルトは思春期にゲイであることが原因で周囲の友人との人間関係に深く悩んだ時期が
ある。その個人的な背景から、セクシュアリティの自由に関して確固とした意見を持つ。

クルト：ドイツには、ナチスがゲイを虐殺した歴史がある。絶対にそんなことは二度
と起きてはいけない。セクシュアリティによって人を差別し、批判することはあって
はならない。しぐさや雰囲気が男らしくないといじめられたころ、僕は絶望しきって
いた。あの時のことは思い出したくもない。

（2016年 10月 23日）

　クルトはトビアスと同様、ファリーである。ファリー・ファンダムでの交流を続ける
うちに、ZETAのあるメンバーと知り合った。その時彼は動物性愛のことは知らなかった
が、ZETAの理念を説明されたその日に自分もメンバーになった。

クルト：僕の理解では彼らは動物を虐待する人々ではない。社会の偏見によってセク
シュアリティに苦しむ人々だ。だから僕はまずサポーターになることにした。それか
ら自分のことも考え始めた。そういえば幼いころからなぜか、おそらく普通以上に動
物に親近感を持っていた。それにファリー・ポルノ 28を見て興奮するしね。だから
僕はズーだと思うよ。

（2016年 10月 22日）

　クルトには動物との性行為の経験はないし、パートナーもいないが、自身をズーだと主
張する。彼は動物性愛というセクシュアリティを知ったのちに、「自分もそうなのではな
いか」と考え、自覚的に取り入れた。彼にとっては実際の性経験がセクシュアリティの根
拠になるのではなく、周囲の動物性愛者への共感や理解がセクシュアリティの選択につな
がっているようである。
　さらに、クルトはシルヴィアという高校の同級生だった親友の女性に自分が動物性愛者
であることをすでに打ち明けている。

濱野：クルトからズーだって聞いてどう思った？
シルヴィア：びっくりしたよ。
クルト：あはは。嘘だよ。全然驚かなかったじゃん。
濱野：どういうこと？

28  ファリー・ポルノとは、さまざまな動物をモチーフにしたキャラクターがセックスをしている様子
や、性器をあらわにした様子を描いたもの。ファリーが集う各種の画像ウェブサイトで大量に公開さ
れる。
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クルト：彼女、「へー！クールじゃん。日本のマンガ 29で読んだことあるよ、動物と
セックスするエッチなやつ！」って言ったんだよ。拍子抜けだよ。こっちはすごく緊
張してたっていうのに。
シルヴィア：やめてよー！私、日本のマンガやアニメが大好きだから知ってたの。た
またまよ。
濱野：拒否感はなかったの？
シルヴィア：ないよ。だって私はクルトをよく知ってるから。この人が動物虐待する
わけないもの。セクシュアリティが理由で友情が壊れるなんてありえないよ。それ
に、彼は動物性愛がどんなものなのか丁寧に説明してくれたの。だからよく理解でき
た。いいんじゃない？いろんな愛の形があるでしょう？

（2016年 10月 23 日）

　シルヴィアはカミングアウト以後も態度をなにひとつ変えることはなく、クルトはシル
ヴィアに対する信頼感を以前に増して深めた。クルトは動物とのセックスを経験しないう
ちから、秘密を友人に打ち明ける。彼にとってそれは勇気のいる行為だが、受け入れられ
たことで友情を再確認する出来事となる。このようなやり取りを介して、「動物性愛とは
何か」が動物性愛者の周囲の人々に少しずつ広まっていく。

【事例 4――理解から実践へ】
　30代前半のティナは、エドヴァルドという「生来的なズー」と自身を説明する男性の
恋人で、いままさに動物性愛者になっていく過程を経験中の女性である。エドヴァルドと
ティナは互いに人間に対してはバイセクシュアルだ。ふたりは 10年以上恋人関係を続け
ており、自然豊かな森林地帯で共に暮らしている。自宅には手製のケージで大切に育てら
れているペットのハツカネズミが 4匹、インコが 1羽、そしてふたりのパートナーである
オス犬のバディがいる。
　ティナとエドヴァルドはバディとともに日に二度は近くの森に散歩に行く。時間をたっぷ
りとって、のんびり遊ぶ。人が少ないのもあり、バディはリードをつけないでふたりより少
し先を歩く。時に何かを見つけて走り回るので、彼らは常にバディの様子を見ていて、視界
から消えると大きな声で呼びかける。するとバディは尻尾を振り走って戻ってくる。
　散歩から戻ると、ティナとエドヴァルドはピンセットを持ってバディの身体の隅々を
チェックする。森で遊ぶとバディの健康を脅かすノミを持ち帰ってくることがあるため、
毎回探して取り除いてやらねばならない。バディは気持ちよさげに身体を横たえ、される
がままになる。ふたりは 30分もかけてバディの毛をまさぐり、今日は 3匹もいただの、

29  日本にはファリー・ファンダムに類似するケモナーとよばれるサブカルチャーがある。ケモナーは
ファリーに比べ、動物の異装よりも同人誌マンガの制作と売買に重点を置く特徴がある。ケモナーの
同人誌はファリー・ポルノに比べ過激な性表現が多い。ただしシルヴィアが目にしたのがケモナーの
同人誌なのかは確認が取れなかった。
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こんなに大きいのがいただの言いながら私に潰れたノミを見せてくる。
　ペットのハツカネズミもインコもティナが飼い始めた。ティナはもともと動物好きでは
あるが動物性愛者ではなかった。彼女はエドヴァルドからのカミングアウトを受けて動物
性愛というセクシュアリティを理解し受容しはじめた。ティナはエドヴァルドとともにた
くさんの冗談と笑いを交えながら、彼女自身がいかにして動物性愛者になっていったかを
語ってくれた。

ティナ：ある晩、エドヴァルドが突然、自分はズーなんだって話し始めたの。ものす
ごくびっくりしたよ。一体何のことやらわからないし。そもそも彼の話を聞いて初め
て動物性愛っていう言葉を知ったの。こういうことに特定の用語があるんだなあって
思った。そのくらい知識がなかったの。
濱野：どんな反応をあなたはしたの？
ティナ：質問攻めにした。私をまだ愛しているの？それとも動物しか愛せないの？ど
うやって動物とセックスするの？いつから動物に対して性的な興味を抱くようになっ
たの？って。彼は私のことを今も昔も変わらず愛していると言った。だから私は不安
にならずにすんだ。それから彼は、動物に対するこういう思いは子どものころから
だって言ったの。その晩は 2～ 3時間話し込んだ。
濱野：たった数時間話しただけで彼を理解できた？
ティナ：うん。なぜなら私は幼いころに犬にすごく興味があったの。特にね…、股の
間のものに興味があったのよ（笑）。私にもそういう好奇心があったなって思いだし
たの。それに、私の初めてのセックスの夢は犬が相手だったの！
濱野：え？犬？
ティナ：ええ（笑）。本物の犬じゃないんだけどね。アニメの犬。
濱野：何歳の時？
ティナ：5歳ぐらいかなあ。
濱野：当時セックスのことは知っていた？
ティナ：知らないよ、ちゃんとは。でも私はませていたのよ、幼稚園のときにはボー
イフレンドがいたし！そのころ、テレビでアニメ番組を見たの。「ワンワンサニュウ
ジ」って知ってる？日本のアニメよ。
濱野：『ワンワン三銃士』30でしょう！
ティナ：そう！それそれ！その主人公のダルタニヤンが大好きで、私は彼とセックス
する夢を見たのよ。そんなことずっと忘れていたの、完全に。でもあの晩エドヴァル
ドと話していたら記憶が戻ってきた。ついでに、人間のキャラクターのアニメ版三銃
士も見ているのに、私はなぜか犬のダルタニヤンの方が好きだったってことも思い出

30  『ワンワン三銃士』は、アレクサンドル・デュマの小説『三銃士』を原作にした日本のアニメーショ
ン。すべての登場人物が動物として描かれていて、主人公のダルタニヤンはじめ主要キャラクター
は犬。日本では 1981/10/09～ 1982/03/26、毎日放送系列で放送されていた。全 26回。翻訳版がヨー
ロッパ諸国でも放送されていた。
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した。しまい込んでいた記憶をエドヴァルドがこじ開けたのよ（笑）。
エドヴァルド：ふふふ。
ティナ：こういうことを思い出してみて、私にもズー的な部分があるんだなって思っ
た。だから理解できるよって彼に言ったの。

（2017年 7月 27日）

　エドヴァルドとの会話のなかで、ティナ自身忘れ去っていた幼少期の夢が突如蘇る。彼
女にとって動物的なるものとの初めてのセクシュアルな出会いは、画面の向こうのキャラ
クターという触れることのできないイメージとの、意識的に到達することのできない夢の
なかでの出来事だった。彼女は現実の動物にセックスの欲望を感じたことは一度もないに
もかかわらず、このたったひとつの幼少期の記憶をもとにエドヴァルドを理解していく。
欲望の対象が現実の犬なのかイメージとしての犬なのかはティナにとって懸念材料となら
なかったようだ。彼女は動物性愛に対するイメージ的理解から始めたといえるだろう。
　ティナとエドヴァルドに、愛とセックスの関わりについて聞いてみたことがある。

ティナ：いい関係においては、セックスと愛は違いがないと思う。
エドヴァルド：身体のオーガズムと頭のオーガズムがあると思う。その違いはあるん
じゃない？
ティナ：それが私の言っていることだと思うよ。そのふたつがいい関係では一致する
と思うの。

（2017年 7月 27日）

　ティナのこの考え方に、彼女がズーになっていった理由の一端が表れている。ティナは
身体的オーガズムに重きが置かれるのがセックス、性的なイマジネーションやファンタ
ジーといった頭の中の出来事にもかかわるのが愛と考えており、「いい関係」においては
そのふたつが両立すると考えている。だからこそ彼女は、愛するエドヴァルドを理解する
ために彼の性的なイマジネーションと関係する動物性愛を彼女独特の方法で把握しようと
したのだろう。

濱野：話し合ったその晩はよく眠れた？
ティナ：うん、よく眠れたよ。だって、互いに心の底から話したもの。私は彼を愛し
ているって再確認したの。互いにもっと信頼できるようになったと思った。私たちの
関係の新しいステップに入ったなって。性的なファンタジーであれなんであれ、どん
なことだって私たちは怖がらずに話せるの。すごくいいことじゃない？
濱野：そうだね。なんでそんなに早く彼のことを理解できるの？
ティナ：私は知的だからかな（笑）？
エドヴァルド：いいや、僕とセックスしたいからだよね（笑）？　
ティナ：そうかもね（笑）。彼が打ち明けてくれたのは嬉しかったよ。



087

“ ズー ”になる

エドヴァルド：翌朝、人間と犬がセックスしている動画をティナに見せたんだ。
ティナ：そうだったわね！あはは！私がイメージしやすいようにってね。
エドヴァルド：その後ふたりとも興奮しちゃって、ふたりでマスターベーションした
よね（笑）。
ティナ：そうそう（爆笑）！

（2017年 7月 27日）

　エドヴァルドはティナに秘密を打ち明けることによって、ティナは秘密を分け与えられ
たことによって、ふたりの関係性に新たな変化が訪れた。「翌朝一緒にマスターベーショ
ンしたよね」と楽しそうに笑いあう彼らの様子から、秘密の共有がふたりをさらに近づけ
たことが見て取れる。しかし一方で、エドヴァルドとティナのケースは、動物性愛が規範
的でないものとして、なおかつカミングアウトしにくいセクシュアリティとして成立して
いなければならない前提がある。苦しい秘密であるからこそティナは打ち明けられて「嬉
しい」「ふたりの関係がより深まった」と感じたと思われるからだ。これは先の事例 3に
おけるクルトと親友シルヴィアの関係にも当てはまる。クルトは批判されかねないことを
覚悟のうえで動物性愛者であるとシルヴィアに打ち明け、受け入れてもらえたことで彼女
に対しさらなる信頼を寄せるようになった。
　さて、カミングアウトから数年後、エドヴァルドとティナはバディをパートナーとして
飼い始めた。

濱野：ティナにとってバディは家族？
ティナ：そう。でも私はバディを時々家族以上と思う時がある。恋人のような…。
私たちの関係はポリガミーの一種かもしれない。でも、バディと私が本当にセックス
するかどうかはまだ確信がないの。そういうファンタジーはあるけど、現実にそうな
るかはわからない。
エドヴァルド：バディが彼女を傷つける可能性だってあるし…、積極的にはなれない
よ。
濱野：ティナはバディから舐められたりはする？
ティナ：うん。バディは私をすごく求めてくるよ、特に寝ているときに。
エドヴァルド：僕たちはみんなで一緒に寝るからね。裸で寝てるし。
ティナ：あとは、トイレに行くときとか。
エドヴァルド：ドアが開いていることが多いから、バディは自由に出入りするんだ
よ。
ティナ：私が用を済ませると、寄ってきてヴァギナを舐めるのよ。
エドヴァルド：きれいにしてあげるね！って。
ティナ：あれはバディにとってセクシャルな意味じゃないと思う。私にとってもね。
でもバディに舐められるの、好きよ。
濱野：舐められるのには抵抗がないんだね。
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ティナ：子どものころから動物好きだからか、もともと犬と舌を絡めるキスをするこ
とには抵抗がなかったしね。私は歯科助手をしていたことがあるからよく知っている
けど、犬の唾液は殺菌力が高いから、人間の口より清潔なのよ。だから問題ないよ。
濱野：じゃあ、エドヴァルドとバディ、どっちにヴァギナを舐められるのが好き？
ティナ：うーん、エドヴァルドね。だってバディは長くしてくれないし！
濱野：バディの舌の感触はどう？
エドヴァルド：あんまりソフトじゃないよね。
ティナ：バディは舐め方をコントロールできないから慌ただしいばかりなのよね
（笑）。
濱野：エドヴァルドは、バディがティナを舐めているのを見たことはある？
エドヴァルド：うん。
濱野：むらむらする？
エドヴァルド：そうだなあ、少しはね。でも嫉妬みたいな感覚はないんだ。
濱野：ティナとバディはセックスを試したことはないの？
ティナ：バディは私にのりかかってセックスしようとしてくるんだけど、エドヴァル
ドが言うように私が傷つく恐れがあるから難しいんだよね。これまで一度試したこと
があるよ。エドヴァルドにバディを抱えてもらって、私のヴァギナにバディのペニス
が安全に入るように見守ってもらった。亀頭球が入らないように。でもうまくいかな
かったのよ。

（2017年 7月 27日）

　ティナは自分のことを「ズーになりかけ」と言う。おそらく彼女はエドヴァルドとの出
会いがなければ動物性愛者になることはなかっただろう。しかし一方で、彼女はエドヴァ
ルドがいなくても動物性愛を理解することはできただろう。ティナにとっては受容するこ
とこそが「愛」なのかもしれない。だからこそティナは動物性愛の受容を進め、そして愛
犬バディとのセックスの実践を試みはじめている。また、ティナとエドヴァルドは、月に
二度ほど、バディの射精介助をする。彼らにとってそれはバディの精神的安定を図るため
のもので、愛犬へのケアの一環である。

4　考察

　以上、動物性愛というセクシュアリティを選択的に取り入れる人々に焦点を当てた。
　事例 1で紹介したロンヤと事例 2のトビアスには、動物性愛に限らない性的指向を自ら
選び取ってきた経験がある。彼らは「セクシュアリティは自分で選べるもの」と考えてい
る。
　事例 3のクルトは、セクシュアリティ差別を拒否する姿勢が先行して動物性愛への共感
を示したのち、自分もそうなのではないかと考え、動物性愛者であることを選択してい
る。
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　事例 4のティナは、恋人というごく身近な人物からのカミングアウトをきっかけとして
動物性愛への理解と受容を示し、さらに性的実践も開始しようとしている。
　全員に共通するのは、まず、もともと非異性愛者である点である。それが動物性愛者に
なることにどのように関係するのか、いま安直に結論づけることはできない。しかし、彼
らが前提として人間のセクシュアリティの自由に疑いを持っていないことは明白だった。
その背景から、彼らが動物性愛への理解を比較的スムーズに行えた可能性は否定できな
い。
　次に、全員が身近な人からのカミングアウトを通して動物性愛を知り、後に自分自身も
動物性愛者になっていく。このような理解や受容、実践の場面で、動物性愛は生来的な性
的指向ではなく、選択し取り入れられうるセクシュアリティとなる。ここでいうセクシュ
アリティとは、性的指向に限られるものではなく、もっと広い意味合いを備えるもの、つ
まり身近な動物という他者との関係性を紡ぎ出すための性を含めた接し方とも言うべきも
のである。ロンヤ、トビアス、ティナに共通するのは、身近な動物と共に生きるとき、動
物の性を含めて受け止めることが必要だという考え方である。動物性愛を単なる性的欲望
やその実践ではなく、動物の性に対するケアを含むセクシュアリティとして理解している
特徴が彼らにはある。彼らは身近な動物との共存のオルタナティブな方法として動物性愛
を理解し、動物の性を受け入れ始めている。身近な人のカミングアウトをきっかけとする
理解と受容の過程を辿るなかで、動物性愛は、人々に波及する理念的価値を備えていくと
もいえる。
　また、クルトやティナに見られるように、理解される・理解することが、人間関係を以
前よりも強固にしている。一定の親しさを担保に動物性愛の理解が広がりやすい背景に
は、動物性愛が抑圧されているからこそ秘密として成立し、そっと共有されるものである
という側面がある。
　さて、事例を踏まえてハラウェイの伴侶種概念に立ち戻りたい。ハラウェイが提起する
呼びかけと応答によって立ち現れる異種間の関係性は、動物性愛者とパートナーの関係の
説明にも適する部分が多い。なぜならば、動物性愛者の多くは、本論文ではロンヤやティ
ナの証言に顕著なように、動物からの誘いかけ、呼びかけを敏感に感じ取り、それに応
じる形で性的行為への実践へと至るからである。そのなかで、いままでにない「パート
ナー」という存在として、つまり家族やペットではない存在として人間と犬は互いに立ち
現れていく。
　ロンヤやクルトはこれまで自分たちが動物の性を知らなすぎたことを反省していて、一
度動物性愛というセクシュアリティを知ると、もはや動物のセックスを無視することがで
きなくなると主張し、だからこそ「ズーになる」ことを選ぶ。エドヴァルドとティナはケ
アとしてバディの射精介助を行う。彼らはパートナーである犬を性的に成熟した個体と捉
えていて、犬の性を直視し、ケアする。ハラウェイの言葉を引けば、彼らは「飼い犬を子
どもだとする西洋世界の非倫理的な投影」を行わない人々なのである。犬への性的ケアと
いう考え方および行為は、動物性愛というセクシュアリティを動物と共に暮らすための方
法として理解しているから生じるものであり、つまりハラウェイが言うところの伴侶種と
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の関係における「ポリティクス／ポライティクス」［ハラウェイ 2013b: 68］の問題として
捉えているからである。
　しかし当のハラウェイは、犬の性を軽視するに留まる。動物性愛者は犬の去勢手術や避
妊手術に反対の立場を取るが、その点もハラウェイとは異なっている。ハラウェイは動物
との対等性を論考するものの、性の場面や側面を軽視するが故に、人間と動物の非対称性
を保持したままとなってしまっている。
　ハラウェイが自身の自律性・自立性を保持するために動物からの誘惑を拒否し、人間と
動物の主客の転倒を避けて、主体であり続ける自己から解放されていないのと対照的に、
動物性愛者は動物からの誘惑に身を預ける場面を経験する。このことから、動物性愛者は
人間と動物を峻別し、人間を優位に置き続ける西洋近代的主体を内破する可能性をはらむ
実践を行っているのではないかと提起できる。したがって、動物との対等性を考える際
に、動物のセクシュアリティに対する視点は必要であると主張したい。
　最後に、動物性愛というセクシュアリティが動物虐待であるか否かについてであるが、
本論文で紹介した事例に関して言えば、そのようなものではないことは明らかである。動
物との性行為のすべてを動物虐待とする言説の背後には、動物を絶対的弱者とみなす視点
があるが、その根拠は「動物は言語を話せないので言葉での合意が取れない」というもの
であり、これは言語中心主義であり、人間中心主義の現れにほかならない。

5　おわりに

　動物性愛者、つまりズーになる人々が出現している事実は、動物性愛が人間と動物との
関係を捉え直す新たな共生の方法として共有されうる可能性を示唆している。
　動物性愛を選択する人々は、周囲の人物の説明を受けて理解するところから始める。彼
らは動物性愛を動物への態度の取り方の問題として捉えて賛同する。また、動物性愛者で
あることをカミングアウトする人物は、動物性愛を生得的な性的指向としてだけではな
く、それが備えつつある文化的側面や、それが生じる環境的決定要素を、意図するかしな
いかは別として、相手に伝えている。文化的側面とは、たとえば ZETAが発足して活動
を展開していること、彼らが動物保護の観点と重なるものとして動物性愛を説明し言説を
生成しつつあることなどである。環境的決定要素とは、たとえば犬という動物が人間と非
常に近い距離感で共存していることや、そのために一部の人々は人間よりも犬に心を開く
ことがあること、そして犬と性的接触を行うケースがあることなどである。そして、自ら
もズーになっていく人々によって、動物性愛には特定の身近な動物と共存するために選び
取ることが可能なセクシュアリティという広がりがもたらされつつある。
　さて、動物性愛という生き方は脱人間中心主義を実現するものなのだろうか。動物性愛
者が動物との対等性を生活においても性の場面においても重視する点に注目すれば、彼ら
が目指しているのは脱人間中心主義的な種間関係の構築であると言えるだろう。だが、私
自身はこのセクシュアリティが脱人間中心主義的かどうかには現在までのところ懐疑的で
ある。
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　ロンヤが「犬はありのままの私たちを受け入れる。それだけで私にとっては素晴らしい
こと」というときや、トビアスが「人間にはないあの美しさに吸い込まれてしまう」とイ
ヌ科の動物たちの瞳の美しさを語るとき、彼らにとって犬は犬でなくてはならないことが
わかる。彼らは犬を擬人化してはいない。だが、動物性愛者の身近な動物への接し方は、
特定の異種（特に犬）を「人間」という概念が示す領域に引き入れ、人間同士のパート
ナーシップのあり方を踏まえて関係を結んでいるようにも見える。
　とはいえ、「人間」の概念やカテゴリーを拡大することも脱人間中心主義だと考えるこ
とすらできるので、この点は今後も熟考していきたい。
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Becoming “Zoos”: New Zoophiles in Germany Who Choose One’s Sexuality 
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This paper aims to clarify how trans-species relationships between zoophiles and their animal 
partners are constructed and how inter-species relationships affect people, based on qualitative 
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research on zoophiles in Germany. 
During the research, I met with people who choose to be zoophiles in order to realize their 

best possible relationships with their dog partners, and whose opinions and actions stem from a 
viewpoint of animal-care. The research participants in this paper became zoophiles after learning 
of the concept of zoophilia through their close friends’ coming out as zoophiles. They undergo 
processes of understanding and acceptance of this sexuality, and subsequently, decided to become 
zoophiles themselves. In this paper I focus on people who became zoophiles in Germany, as such 
people may help to explain the emergence of zoophilia as an ideology which can gain acceptance by 
others. I describe zoophiles’ real lives comparing their relationships with their animal partners to 
the concept of the “Companion Species” by Donna Haraway. 

 I argue that Haraway’s conceptualization maintains species asymmetry because of her 
ignorance of companion species’ sexuality. Furthermore, I argue about the need for consideration of 
animals’ sexuality especially in discussions of human co-existence with animals.




