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摘要

(中) 

近年來，隨著次文化的盛行，相關研究也隨之蓬勃發展。輕小說之中的

同性戀文學也屬其中之一。這個以男性和男性的戀愛為主，被稱為

「YAOI 小說」或「BL 小說」的小說種類受到廣大女性的支持，有著顯

著的成長。由於創始期的此類小說多以少年為主角，因此本論文將此種

小說統稱為「少年愛小說」。至今的相關研究多著重於少年愛嗜好的生

成原因，本論文則縮小範圍至單一作家──秋月皓，探討她的特殊性以

及她與讀者間共有的共同幻想。可分為三個時期的少年愛小說深受少女

小說和少女漫畫影響，也承傳了性別問題。這也顯見於秋月的小說之

中。再者，今日的少年愛小說主要訴求為性別問題的娛樂化，因而衍生



出同性相戀的自然化與形式化等問題。對此，秋月在作品中加入了命運

性，成功地在這個被認為已制式化的小說類型中孕育出新意，也因此至

今仍為持著出道以來的高人氣。 

摘要

(英) 

Recently, because the subculture is in vogue, some relative researches flourish 

consequently. The Homosexuality Literature is one of the lightnovels. In general, 

this kind of novel, which targets to gay’s relationships, is called “YAOI or BL 

novel.” Moreover, these novels are supported by lots of female readers, 

therefore, growing into a big category in lightnovels. Young boys are main 

characters in the initiation of this kind of novel. As a result, “Boy’s Love 

Novel” is generally called in this thesis. Until now, most relative researches 

focus on reasons why young boys foster these habits. This thesis, however, 

narrows down to a single writer – Koh-Akizuki – to explore her uniqueness 

and the common fantasy she shares with her readers. Boy’s Love Novel can be 

classified into three periods of time. And Boy’s Love Novel deeply influenced 

by Girl’s Novel and Girl’s comic. It also bears gender issue which shows in 

Akizuki’s novels. Furthermore, boys’ love novels nowadays mainly appeal to 

the entertainment of gender issue, which contributes to the naturalization and 

formalization of same-sex’ falling in love. Akizuki adds destiny to her works, 

successfully generates some new ideas in this formalized kind of novel and also 

keeps her popularity since then. 
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