
 

 

補足版 for 腐男子なう 

腐男子腐兄事象年表 

 

ぶどううり・くすこ（葡萄瓜XQO）文責 

 

 

無償頒布品 

 
 

腐男子腐兄の語源・展開を出来うる限り 

資料から遡ろうと試みる。 

ネット発祥語源だからこそ 

その展開には使用者の思惑が透けて視えるもの。 

 

図らずも筆者が加担した一幕もございます。 

 

＊ネット上の資料は転載ではなく掲載場所を示唆するに留めます。＊ 

 

 

前史 

1999年8月11日、ネット上で「腐女子」の使用目撃例が報告される。 

【日記・Diary：1999.08まで（赤穂 昭太郎 / Shotaro Akaho）

http://www.geocities.jp/shotaro_akaho/diaryj-199908.html】 

腐女子関係の最古のネット記録と思われる。 

 

 

 



2002年：2ちゃんねる801板にて発祥 

「オトコのヤオイ好きの憂鬱」  

http://www2.bbspink.com/801/kako/1029/10299/1029955810.html 

4番レス（2002年8月22日記述）にて「腐女子」との洒落合わせと言う形で 

「腐兄」と言う男性やおい愛好者の自称が提唱される。 

また69番レス（2002年8月29日記述）にて「腐男子」が一般的に用いられていると 

発言されたが論拠等は示されず。なお、この時点で腐男子にも腐兄にも百合好きと 

言う属性は付記されていない。 

また腐男子腐兄自身の性志向についても明言はされていない。暗黙の内にゲイを 

除外するという流れが出来ている様に見受けられる。性志向云々については現在に 

至るまで定期的に話題となり、落着はしていない。前向きな考え方をする人は 

増えた様であるが。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

現行スレッド  

「オトコのヤオイ好きは兄さん、やめっ……憂鬱【23】」 

http://yomi.bbspink.com/test/read.cgi/801/1269787524/l50 

 

2002年6月8日 

後にサイゾー腐男子特集第一弾（2005年6月）文中鼎談に腐男子として登場する 

ミクが「男が作る『やおい』のページ」を開設。 

（http://homepage1.nifty.com/lost-universe/yaoi/） 

その当時彼は自身の肩書きを「男子やおらー」と名乗っていた。 

「やおらー」と言う名称は2002年1月に開設されたWEBサイト「やおらヤオラー研究」 

（http://801.ifdef.jp/ 管理人：コルト）に由来するものと思われる。 

時間軸から推測するに「やおらー」と言う言葉はその時点で創られたものではなく、 

1999年7月に刊行された栗本薫・著「タナトス・ゲーム 伊集院大介の世紀末」 

（講談社・ISBN：4062096862）文中で披露された言葉からきたものであろう。 

以上個人事例ではあるが言葉の浸透を物語る時代背景の傍証として記す。 

 

2002年10月23日 

2ちゃんねる801板「オトコのヤオイ好きの憂鬱」スレッドの避難所である 

「オトコ達の避難所＠2ちゃんねる801板」がしたらば掲示板の一隅に設立される。 

（「オトコのヤオイ好きの憂鬱」404番レスにて報告あり 

 http://jbbs.livedoor.jp/movie/1816/） 

以降2004年6月の時点まで小規模なオフ会が企画展開される事はあったと見受け 

られるが、それ以外の大きな動きは無かった様子。 

  



2003年4月30日 

葡萄瓜XQO、100の質問のバリエーションとして「男性やおらーについての48の扉」

を作成。（http://xqo.at.infoseek.co.jp/my48/x-my48q.htm） 

 

2003年5月12日 

葡萄瓜XQO、「腐男子」という言葉の存在を捕捉し記録。 

（やおい事典HTML版 は行「腐男子」項  

http://xqo.at.infoseek.co.jp/dic/dic_h.html） 

当時は殊更のアクションを起こさず。「腐兄」も同年9月13日に捕捉。 

  

2003年6月～：ネット上での腐兄腐男子支援の動き（2ちゃんねるにて） 

住民支援の為男性管理人運営やおいサイトのウェブリングを作ると言う動きが 

「オトコのヤオイ好き ２人目の憂鬱」 

http://www2.bbspink.com/801/kako/1049/10497/1049710967.html 

上にて観察される。（709レス及び711レス。共に6月4日記述） 

結果的にやおいち氏管理による同盟サイト「男のやおい好き同盟」が成立。 

（http://yaotoko.hp.infoseek.co.jp/） 

それ以外でに2ちゃんねるの外へ向かった目立った動きは見受けられず。 

 

2004年6月～：現実世界での腐兄腐男子支援の動き（2ちゃんねるにて） 

買い専腐兄腐男子イベント参加（具体的にはコミケット）支援活動としてサークル 

スペースに腐兄腐男子歓迎識別記号を掲げようと言う運動「フニメイト」（初出時は 

漢字表記で「腐兄友」）が提唱される。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「オトコのヤオイ好きは憂鬱に六根清浄【６】」  

http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/801/1078447182/ 

929番レス（2004年6月26日 00:14記述）にて名称の提唱（「腐兄友」）。 

読みも「フニメイト」と明言。 

↓ 

933番レス（2004年6月26日 04:49記述）にて具体的な内容（参加対照・参加資格・

参加方法・属性提示など）が提示される。 

属性診断にはスレッド住人が発見し遊戯に用いていた「受け攻め度チェック」が 

用いられた。（http://u-maker.com/24583.html） 

以降のレスでも断続的に案が練られてゆく。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「オトコのヤオイ好きは憂鬱で七転八倒【７】」  

http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/801/1088432849/ 



33番レス（2004年6月30日 23:26記述）にても内容が詰められる。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「オトコのヤオイ好きは憂鬱な癖に八面六臂【８】」 

http://sakura03.bbspink.com/test/read.cgi/801/1090730556/ 

スレッドのテンプレートに「フニメイト祭 後援仮設支部」URLが記述される。 

4番レス（2004年7月25日 13:46記述）http:// www.geocities.jp/hunimate33/ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「フニメイト祭」は2006年末にて終了。復活の動きは現在無い。 

 

2004年7月 

はてなダイアリーにてflage氏がブログ「腐男子の書斎から」を展開開始。 

開始日記録漏れ。（http://d.hatena.ne.jp/flage/） 

【参照記事：腐女子の注目を集める腐男子のブログ  

http://d.hatena.ne.jp/izumino/20040716/p3】 

腐男子をタイトルに冠したブログの嚆矢と言えよう。 

後にブログは2004年8月6日以降blogzine（http://fudansi.blogzine.jp/）で 

展開され、更にアメーバブログ（http://ameblo.jp/fudanshi/）に移転して展開 

された。Blogzineからアメーバブログへの移転日については記録漏れ。追跡も 

叶わなかった。 

Webアーカイブによれば＠はてなダイアリーは2004年8月の記録が一件のみ、 

＠blogzineは2004年8月から2005年4月の記録が、また＠アメーバブログは 

2007年3月から2008年4月の記録がある。後述のサイゾー取材時（2005年6月号 

掲載）にはblogzineのアドレスが記述されている。 

「腐男子の書斎から」は2007年12月末日、更新停止。現在WEB上から元データは 

消失している。 

 

2004年7月20日 

はてなキーワードに「腐男子」項目登場。 

2009年初頭に目的不詳の主張が書き込まれるも現在では現状に沿った言語説明と 

なっている。 

 

2004年8月31日初版 

『恋だろ！？恋！』vol.21 光彩書房 ISBN4860931599 

読者投稿コーナー「天使のお茶会」冒頭挨拶にて腐男子と言う単語が腐女子の 

対語として使用される。恐らく「腐男子」が活字になった最初であるかと。 

 

 



2004年11月16日 

葡萄瓜XQO、100の質問のバリエーションとして「腐男子を想う48問」を作成。 

（http://xqo.at.infoseek.co.jp/my48/x-fd48q.htm） 

 

2005年1月初頭 

葡萄瓜XQO、遊び心からインスタント占いツクレール経由で「腐男子占い」を設置。 

（http://u-maker.com/101986.html） 

往時GOOGLEによる「腐男子」検索で二位に位置した事もあった。 

  

2005年1月17日 

mixiに現存最古の腐男子の文字が入ったコミュニティが創設される。恐らくこれが 

mixi内での腐男子交流開始のきっかけか？ 

「腐女子・腐兄（腐男子）の語り場」 http://mixi.jp/view_community.pl?id=89842 

 

2005年1月25日 

Wikipediaに「腐男子」項目が登場。「腐女子の対義語」として始まった記述は現在 

様々な解釈が入り混じったものになっている。 

因みにWikipedia上で腐男子＝百合作品を好む男性と記述が現れたのは2006年8月 

27日が最初。 

 

2005年6月1日発行 

『サイゾー』6月号 インフォバーン刊  

特集「ザ・要注意人物」の中の一項として「腐男子」が取り上げられる。 

76～77ページ（見開き） 

添えられたイラストを含めやや恣意的な解釈が見受けられる記事。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

[耽美な世界に萌え萌え（？）な男たち] 

ノンケなのにやおいに胸キュン 「腐男子」の実像に迫る！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

平瀬菜穂子：文 マー関口：イラスト 

colt【コルトの誤記か？】（「やおらヤオラー研究」管理人） 

藤本由香里（漫画研究家） 

☆★☆ 

ミク（「男が作る『やおい』のページ」管理人）  

flage（「腐男子の書斎から」管理人） 

光希（やおい創作サイト管理人。サイト名は伏せられている）  

 



2005年7月17日 

mixiコミュニティ「腐男子。」創設。腐男子関連コミュでは現在も最大手。 

http://mixi.jp/view_community.pl?id=241354 

 

2005年10月31日 

キッズ＠nifty提供オンラインゲーム「ちっちゃなクレープ屋さん」感想攻略 

掲示板（http://chibicon.net/slink/b091601/1.html）上で21時38分に『腐男子 

（くさだんご）』なるレスが投稿される。恐らくこれが現在確認できる『くさだんご』 

訓の最古では無いかと思われる。 

数レスにわたり言葉遊びとして弄られはするが定着した模様は無し。 

 

2005年11月2日 

レズ・百合萌え＠bbspink掲示板 

「■この板にレズじゃないやつって何割いるの？」 

http://babiru.bbspink.com/test/read.cgi/lesbian/1130915052 

8番レスにて「百合をやるヲタ男」（記述ママ）を腐男子と称したり腐兄と称したり 

する動きがあったと示唆される。ただし何処であった動きかは明言されていない。 

 

2006年2月17日 

にゅーあきばどっとこむ「ねとらん的日常会話の基礎」 

（http://www.new-akiba.com/news/tango.html）に語彙として「腐兄」が採録される。

（http://www.new-akiba.com/news/0602/17/03/index.html） 

市場分析も込みで極めてよく纏められた項目。文脈にもぶれが無い。「腐男子」を 

採録しなかった理由も暗黙の内に語られている。 

 

2006年7月23日 

はてなキーワードに「腐兄」項目登場。「腐男子」定着による再評価か？ 

2008年末から2009年初頭に掛けて目的不詳の主張が書き込まれるも現在では現状に 

沿った説明に復調している、 

  

2006年11月12日 

オリジナルランキングサイト「オリラン」の同人用語投票「この中で知ってる同人 

用語に投票してください。（No.5616）」に於いて腐男子の訓じ方とされる『くさだんご』 

が項目として挙げられる。（http://oriran.com/r/r964542.html）  

2007年11月12日まで投票が続くも『くさだんご』の認知度はO%だった模様。  

  

 



2007年2月12日 

中国語版Wikipedia・維基百貨に腐男子の事を指す「腐男」項採用。 

（http://zh.wikipedia.org/zh/%E8%85%90%E7%94%B7）  

漢字使用圏では概ね「腐男」で通用と見られる。  

 

2007年4月22日 

この日、ニコニコ動画に「腐男子」で検索可能な動画が初めてアップロードされた、 

と思われる。 

「この中で自分の婿がいたら死亡」（http://www.nicovideo.jp/watch/sm181727）が 

それに当たる。（2010/08/28 現在確認。これよりアップロード日が古い動画が存在し

た可能性もある。） 

 

2007年6月 

goo辞書に「腐男子」項目登場。（三省堂「大辞林」第二版による） 

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/234721/m0u/%E3%81%B5%E3%81%A1/ 

 

2007年7月 

もりしげ「フダンシズム―腐男子主義―」（ヤングガンガン掲載 / スクエア 

エニックス）連載開始。 

腐男子に関連するのは恐らくタイトルのみ。2010年8月段階で単行本6巻を数える。 

  

2007年7月14日 

２ちゃんねる801板「オトコのヤオイ好きな上に18禁で憂鬱 」 

http://sakura03.bbspink.com/test/read.cgi/801/1184377889/ 

5番レス（投稿者曰く試験的テンプレート提示）にて腐兄腐男子の語源についての 

簡略な説明及び腐兄の読みについて提示される。テンプレートは以降現在まで継続。 

 

2007年7月20日 

腐男子によるWEBラジオの嚆矢である「半熟☆びーえる帝国」配信開始。 

パーソナリティ：半熟キング（ブログ「完熟☆腐男子」管理人）＋半熟王子。 

後に半熟執事も参加【2008年8月より】 

BL小説レーベル・アズノベルズ（イーストプレス）提供による（恐らく現在唯一の） 

腐男子によるスポンサー付WEBラジオ番組。同番組は2008年10月7日配信分、通算 

22回目をもって更新停止。 

BLの言換隠語として「ベーコンレタス」と用いる様になったのはこの番組のコーナー 

からの引用では無いかと思われる。 

 



2008年3月1日発行 

「メロメロ」VOL.5 宙出版/ISBN:4776794675 特集《彼氏腐男子》 

 

2008年4月23日 

腐女子含む乙女向けサブカルチャー番組（ネット配信）「乙女ディア～ようこそ！ 

お嬢様～」（http://odoroku.tv/saiken/otomedia/）にパーソナリティーとして後に 

変態腐男子サイボーグと名乗る様になるYATCH（本名：畠山康裕）が参画。 

（参照URL  

http://otomedia.blogspot.com/search/label/%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A1） 

後に番組はニコニコ動画公式チャンネル「乙女ディア腐女子放送部」 

（http://ch.nicovideo.jp/channel/ch801）に進化し、YATCHも同番組部長と言う 

肩書になる。 

現在同番組にはYATCHの他レギュラーメンバーとしてうっちー（本名：内園順也）と 

KOUDAI（本名不詳）と言う腐男子パーソナリティーが存在する。 

 

2008年5月21日 

ニコニコ動画用語編纂型事典サービス「ニコニコ大百科（仮）」に「腐男子」項目登場。 

（http://dic.nicovideo.jp/a/%E8%85%90%E7%94%B7%E5%AD%90） 

内容は判断の曖昧さも加味した自由度の高い記述である。「腐兄」が項目として登場 

したのはその後日の5月27日。そちらの記述内容も自由度が高い。 

（http://dic.nicovideo.jp/a/%E8%85%90%E5%85%84） 

 

2008年6月28日初版 

夜桜左京「ルームシェア」 日本文芸社/ISBN:4537108444 

作中登場人物に腐男子【BL好きの留学生・後に受】が登場  

 

2008年7月9日 

吉本たいまつ、乙女ポータルサイト｢がる★パラ！｣内｢腐女子カフェ｣にてコラム 

『ぼくらのBL。～男だってBLを読むのだ！～』連載開始。 

（http://www.garupara.jp/fjcafe/contents/column/current_yoshimoto/data/） 

  

2008年7月25日 

「ニコニコ大百科（仮）」腐男子項目掲示板 

（http://dic.nicovideo.jp/b/a/%E8%85%90%E7%94%B7%E5%AD%90/1-）16番レスにて 

『腐男子』の訓じ方に『くさだんご』があるとの示唆あり。何処で為されたものかの 

説明は無し。 

 



2008年9月24日 

中野腐女子シスターズの男装バージョン「腐男塾」デビュー。男らしさのパロディ視 

するが吉。 

 

2008年12月1日発行 

『サイゾー』12月号 サイゾー刊  

2005年の記事に比較すると現場の証言の比重が大きくなったので遥かに 

ましな内容と思われる。120～129ページ。  

表紙の案内は『ボーイズラブの魅力とは？ 同性愛マンガにはまる男子急増のナゾ』。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

[サイゾー発、日本全国「腐男子」育成計画！] 

男同士の禁断のラブに萌える「腐男子」のヒミツ、教えます 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

小石川光希＋アボンヌ安田＋編集部：文 都築潤一：イラスト 

金田淳子（社会学・ジェンダー論研究者） / 水野正文（ジュネット編集局長） 

上杉久代：マンガ / 122～123ページ（見開き） 

☆★☆ 

人気作品クロスレビュー 

吉本たいまつ（腐男子代表；おたく文化史研究家） 

まぁがりん（ゲイ代表；ゲイバー「あっぱれ！」ママ） 

渡部伸（童貞代表；「全国童貞連合」代表） 

☆★☆ 

田亀源五郎：インタビュー / 126ページ 

☆★☆ 

腐男子腐女子座談会 ※肩書略 

半熟キング（腐男子） / Variante（腐男子） / たかちゃん（腐男子） 

ムラサキ（腐男子） / ハザキ（腐男子） / こもん（腐男子） / 瞬（腐男子） 

ほっぺ（腐女子） / あらと（腐女子） 

 

2008年12月30日発行 

同人誌『腐男子にきく。』（吉本たいまつ編） ※内容は改訂版に準拠 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

表紙：依田沙江美 

☆★☆ 

mixi内アンケート ← 大まかな傾向を知る為に。 

☆★☆ 

コラム：「世代の違い？」「腐男子は草食男子？」吉本たいまつ 



☆★☆ 

インタビュー 

・葡萄瓜XQO（ショタやおい雑記、腐女子言端の内と外 他） 

・ちーけん（ネクラで眼鏡でキモオタな優等生は“受け”るとイイよ！） 

・しろいぬ（通りすがりの腐男子） 

・aya-me（ゲイ＆腐男子のBL読書ブログ） 

☆★☆ 

「腐男子に質問」 

・いもむし（いもむし） 

・のだだ（のだだがBL読んだ。／腐男子じゃないけど、ゲイじゃない） 

・コジ（隠れ腐男子「コジ」の日常日記） 

・氷雨（腐男子日記） 

＋インタビュー回答者4名 

☆★☆ 

コメント：つくも号（19号）  

 

2009年4月4日 

中国にて腐男子ポータルサイト「腐男子.net」開設（http://www.fudanshi.net/）。 

世界初の腐男子運営による腐男子専用ポータルサイト。但し日本語対応無し。 

 

2009年4月10日初版 

fujyoshi syndicate「なぜ、腐女子は男尊女卑なのか」 講談社/ISBN:9784063647662 

19～20ページ及び90ページに腐男子についての言及あり。 

この本自体思い込みの塊でしかないが腐男子に対する思い込みは更に酷い。 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 

竹内佐知子「くされ女子！」 ブックマン社/ISBN:978-4-89308-710-2 

85～90ページ「腐男子ホスト、襲来。」の章にて腐男子ホスト【ノンケ・コミケ 

サークル参加】との遭遇報告あり。 

 

2009年5月10日 

本邦のコスプレイヤー・bangin【バンギン】がブログ「Japanese words of anime fans, 

by anime fans」にて英文による腐男子およびその周辺についての解説を公開。 

（http://bangin.wordpress.com/2009/05/10/%E8%85%90%E7%94%B7%E5%AD%90-fudansh

i/） 

 

 

 



2009年12月28日初版 

夜桜左京「フダンシ＊ベイビー」 日本文芸社/ISBN:4537125519 

2008年刊行「ルームシェア」の腐男子キャラ及びその相方をメインに据えた続巻。 

 

2010年初頭？ 

Twitterの自己紹介欄にて『ガチ腐男子』という活用形が確認される。用法を観察 

するに『ガチ』という冠詞に多分にゲイの意を含ませたものと推測される。 

ニコニコ動画にて「FMガチ腐男子語り」のタイトルで知られるラジオ放送記録 

（http://www.nicovideo.jp/watch/sm7371440 2009年6月16日「J-WAVE PLATON」）

にて放送されたもの）との関連は無いと思われる。 

 

2010年5月31日 

ボーイズラブバー「Miracle JumP」（http://www.miraclejump.com/）オープン。 

在籍する男性定員は皆腐男子と言う触れ込み。また二次元スタッフ（鳥丸：画）と言

う存在も 

用いた接客展開を執り行う。二次元スタッフも皆腐男子と言う設定。 

 

2010年8月15日発行 

同人誌『腐男子にきく。2』（吉本たいまつ編） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

表紙：大竹直子  

●腐男子アンケート  

●腐女子アンケート…腐男子をどう思う？  

 

●7人の腐男子の方にインタビュー  

・ぶどううり・くすこ（ショタやおい雑記、腐女子言端の内と外 他）  

・ちーけん（ネクラで眼鏡でキモオタな優等生は“受け”るとイイよ！）  

・とっきー  

・aya-me（ゲイ＆腐男子のBL読書ブログ）  

・Ko-ki【こーき】（或る隠れ腐男子の日記）  

・黒猫ゆうすけ（リトと黒猫の秘蜜の放課後）  

・音無奏音  

 

●腐男子データカード…ネットで活躍される腐男子のデータを紹介  

・luk5（薄闇の蒼：gmax名義）  

・うるわら  

・Inchoshi  



・氷雨（腐男子日記）  

・時計少年  

・スノウ ティアース（エビグラタンとポモドーロ）  

＋インタビュー回答者7名  

 

●田亀源五郎先生インタビュー…田亀源五郎、BLと腐男子を語る  

 

2010年8月26日 

吉本たいまつ、乙女ポータルサイト「がる★パラ！」内「腐女子カフェ」にて 

新コーナー『女人禁制？腐男子ネットワーク』（対談コーナー）を開始。 

（http://www.garupara.jp/fjcafe/contents/column/current_fdnetwork/data/） 

筆者が第一弾ゲストとして参画。 

 

2010年10月2日 

吉本たいまつ・黒猫ゆうすけ、及び筆者出演のトークショー「腐男子なう」を 

CAFE801で展開。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

腐男子腐兄事象年表 補足版 for 腐男子なう【2010.10.02初版】 

 

2010.08.15 於コミケット78 暫定版（B5パンフレット・4ページ）発行 

2010.10.02 於腐男子なう＠CAFE801 当版 （A5・表紙含12ページ）発行 

 

2010.8.18 ～ BLOG版展開。  http://fu-boychronicleblog.blogspot.com/ 

 

 

発行：ひやかしぶどう / ぶどううり・くすこ 

http://xqo.blog.shinobi.jp/   

xqo@desu.ne.jp 

  

 

文中敬称は特に指定なき限り省略。 
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