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ファンの愛情か、音楽チャートの撹乱か？

―K-POPアイドルファンの「スミン」行為にみる

“越境する”協働
大尾侑子

Fans’ Affection, or Manipulation?
The case study of K-POP fans’ streaming practice（SUMIN）as Trans-

cooperation

 OBI Yuko

Abstract：Since the mid-2000s, fan studies has been focusing on fans’ “cooperative” 

practices in the digital sphere. Especially, K-POP boyband (idol) fandom is considered, where the 

most significant and biggest of these kinds of “cooperative” fandom occurs. While these actions 

support idols in various ways, a lot of issues have been pointed out as well. For example, with the 

spread of music streaming apps from the 2010s, transparency in manipulating online music chart or 

hoarding music (sajaegi 사재기),  became a major issue in South Korea, and popular artists/idols 

have called out on groups and organizations conducting this kind of act. On the other hand, some 

fans want idols to be rewarded, by showing their affection by repeatedly streaming music (sumin 

스밍) through the app. Based on the above K-POP fans’ cooperative/collaborative culture, this 

research focuses the practice of“sumin" through a semi-structured interview and questionnaire 

survey of fans. Through the analysis, it was found that this fans’ cooperative practice crosses (1) 

nation state and (2) a concept of “labor/leisure”. This practice is not only achieved by the digital 

advancement of streaming apps to play music automatically and versatilely, but it is also supported 

by the fans’ social/cultural capitals.

Keywords: K-POP, Digital Fandom, Music Streaming, Popular Culture

１．はじめに 

2020年9月、韓国の芸能事務所JYPエン

ターテインメントに所属するアイドルグ

ループ・Stray Kidsのメンバーが、公式

Instagramアカウントに次のメッセージを

投稿した［1］。

１位なんて、１位だなんて……本

当にSTAYにステージをお見せするだけ
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でも幸せなのに、もう一度プレゼント

をしてくれてありがとうございます。

誕生日に続いて、今日もまたさらに大

きな贈り物をいただけたようでとても

幸せです。僕らのために苦労されたす

べての皆様へ、感謝を申し上げます。

（2020/9/23 Stray Kids 승민スンミン

Seungmin）

Stay!　今日も大切なプレゼントを

くださって心から感謝します。こんな

にたくさんの愛情と、応援してくれて

いることもちゃんと分かっているし、

STAYがとても誇らしいです。ありが

とうございますStay、愛しています。

（2020/9/24 Stray Kids 펠 릭 스フィ

リックスFelix）

以 上 は 韓 国 の 音 楽 番 組 『 S H O W 

CHAMPION』で、新曲「Back Door」がラン

キング一位を獲得したことを受けてのも

のである。「Stay」とは同グループファ

ンの通称で、彼らは“一位”をファンか

らもらった「大きな贈り物」、「大切な

プレゼント」だと謝意を示した。ここで

興味深いのは、ファンの応援行為に対し

てアイドルが「苦労 고생」という言葉を

使っていることだろう。「愛情」や「応

援」に起因するファン活動が、なぜ苦労

という表現に結びつくのだろうか。この

メッセージの背景には、K-POPアイドル産

業と音楽チャートの結びつき、そして情

報基盤としてのデジタル技術の進展とい

う相互に切り離し得ない問題が横たわっ

ている。

本論で詳述するように、韓国では前

出の『SHOW CHAMPION』も含め、週に６

つの音楽番組が放映されている。その

大の目玉が、各番組で毎週発表される楽

曲ランキングである。新人アイドルにと

って音楽番組での一位はスターダムへの

登竜門でもあることから、受賞したアイ

ドルが舞台上で涙を流し、事務所の社長

やファンに謝辞を述べる光景も珍しくな

い。このランキングを左右する指標の一

つに、フィジカルCDの売上や視聴者投

票にくわえて、音楽配信サービス内のス

トリーミング再生数によって算出される

チャートの存在がある。

そのためアルバムリリースによって

音楽番組への露出が増える「カムバ（컴

백）」（＝楽曲リリース、comebackの意

味）期間の活動中（앨범 활동 기간）、

「推しに音楽番組で一位を取らせたい」

という世界中のファンが互いに呼びかけ

合い、ストリーミング再生数をかせぐた

めの「回し」行為、通称「スミン（스

밍）」が横行する。

つまり冒頭の「苦労」という言葉に

は、彼らが獲得した一位の背後にアイ

ドルを押し上げようと奮闘する国内外

のファンによる共闘的な試み――特定

の時期に集中的になされる協働――が

存在することを示唆している。こうし

た背景を踏まえて、本稿はK-POPファ

ンへの質的調査を実施し、スミン行為

の実態を探りながら、デジタル技術を

介して遂行されるトランス・ナショナ

ルなファンの「協働実践 cooperative 

practice」の一端を明らかにするもの

である。

２．本稿の分析視角

（１）デジタルファンダムと協働
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インターネットの普及にともない、フ

ァンは趣味的活動を通じて文化産業に計

り知れない経済的利潤をもたらす主体と

なった。こうした状況を反映して、2000

年代半ば以降のファン研究は、ファンの

創作活動や価値生産の実践に着目し、従

来の「能動／受動」「生産者／消費者」

区分を問い直してきた［２］。

さらに2010年代以降のプラットフォ

ームの興隆とSNSの技術進展に伴い、フ

ァン活動の範囲はますます広がりをみ

せている。たとえば、S.ギャロウェイ

が「四騎士」と呼ぶGAFAのほか、アジ

ア圏でもGoogleに追随する中国の巨大

検索エンジン百度、IT企業大手の阿里

巴巴集団、WeChatなどのSNSサービス

提供する微信「Tik Tok」を提供する

ByteDanceや微博Weiboは、世界的にフ

ァンの交流ツールとしてシェアを拡大さ

せている。こうした動きがアイドル産業

とそのファンダムにも大きな影響を及ぼ

していることは間違いない。現に2010

年代末から“ネット鎖国”的性質によ

ってブランド価値を維持してきたジャ

ニーズ事務所までもが所属タレントの

YouTubeチャンネルやSNSアカウントを

開設し、2019年には動画生配信サービ

ス『SHOWROOM』と組んだバーチャルア

イドルプロジェクトも発足させた。さら

に一部のタレントの公式Weiboアカウン

トを開設し、アジア圏へのプロモーショ

ンを強化しはじめている。

つまり現状、デジタルデバイスとwi-fi

ネットワークさえあれば、いつでも、ど

こでもファン活動ができるという状況に

ある。もとよりその活動は、情報収集、

チケットやグッズの購入、あるいはファ

ンフィクションやファンアートなどの創

作／生産活動に限定されない。YouTube

での動画再生や「いいね！」、SNSでの

シェアやコメント、特定のファンダムで

のみ通用する「#ハッシュタグ」でのコ

ミュニケーションや、タグの統一によ

るトレンド入りの呼びかけ、さらには

Googleマップと“現場”を紐付けオン

ライン地図上にファンニッシュな情報の

レイヤーを付与すること（例えば、“聖

地”とされる場所でコスプレした写真を

載せ、Instagramで位置情報を付加する

行為）など多岐に及ぶ。

こうした状況を受けて、2010年代半ば

以降ファン研究の領域では、デジタル・フ

ァンダムを「協働 cooperative」という

視点から捉える動きがみられる。たとえ

ばPaul Booth（2016）は「能動／受動」

「作り手／受け手」という枠組を前提と

する議論を批判し、代替案としてファン

ダムを「間創造性（intercreativity）」

を通じた協働としての「参加型文化」

と捉えるべきだと主張する［3］。たしか

に、目下のファン活動の多くはBoothの主

張どおりプラットフォームを基盤とする

協働としての「参加型文化」に包含され

るだろう。

ただし、こうした協働が特定のフィ

ールドにおいていかに生起し、またいか

なる技術／文化的要件に規定されている

のかについては具体的な検証作業がなさ

れていない。そこで、本稿はK-POPアイ

ドルのファンダムに焦点を絞り、協働実

践としてのファン活動の一端を音楽スト

リーミングというデジタル・プラットフ

ォームの性質を踏まえて分析していきた

い。
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（２）対象と方法

K-POPアイドル産業の世界的な規模と

その影響力については、いまや多くの

人々が知るところとなった。たとえば

Joanna Elfving-Hwangは、K-POPアーテ

ィストのファンクラブがさまざまな国籍

や年齢によって構成されるグローバル

ネットワークであると強調し、そうし

たネットワークが社会的帰属（social 

belonging）のリソースとして、ます

ますその重要性を強めていると論じて

いる［4］。くわえてElfving-Hwangは、

韓国外務省に属する韓国財団の発表を

踏まえて、2019年の時点でK-POPファ

ンは113カ国、8900万人に及ぶとし、そ

のシンボルとして防弾少年団（BTS）に

触れている。2020年にリリースされた

『Dynamite』（2020/8/21発売）が韓

国人アーティストで初めてアメリカ・

ビルボードチャートHOT100で連続一位

を獲得したことを受けて、韓国の文化

体育観光部は2020年9月10日までにお

よそ1兆7000億ウォン（日本円で1500

億円）の経済効果、7900人の雇用誘発

効果も見込まれると発表した［５］。

また新型コロナウイルス感染拡大に伴

い、オンラインで開催された有料コン

サート「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」

（2020/10/10,11）は、世界191カ国で

99万人以上が視聴し、チケット売り上

げだけでも500億ウォン台にのぼったと

報じられた。

これまでKPOPは韓国政府主導の政策

とみなされてきたが、吉光正絵はファ

ン（なかでも草の根の応援活動に心血

をそそぐ女性ファンたち）と送り手と

の相互作用／相互依存的な関係が現在

のK-POPファンダムの興隆と限界を形作

っていると指摘する［６］。吉光も取り

上げているように、K-POPファンは一般

的な消費活動だけでなく、ファンの共

同出資によって街中に「推し」（応援

するアイドル）の広告を出したり、ア

イドル名義で寄付活動を行ったりと、

事務所によるプロモーションの代替機

能を担ってきた。実際に冒頭で引用し

たとおり、Stray Kidsのメンバーが

“音楽番組一位”を「ファンの苦労」

の結果であると強調する所作にも、こ

うした相互作用の一面が垣間見える。

これを踏まえて本稿はK-POPアイド

ルのファンに対して、事前のアンケー

ト調査、及び半構造化インタビューを

行った。なかでも日本人の女性ファン

を対象とする理由は、本国（韓国）以

外のファンがいかにして国際的な協働

プロセスに参入しているかを探るため

であり、また韓国音楽産業にとって日

本がK-POP文化の 重要国外市場の一つ

だからである。日本がK-POP文化におけ

る要所である理由について、Miranda 

Larsen（2018）は、日本社会がストリ

ーミングやデジタル楽曲の購入ではな

く、フィジカルCDの販売に重きを置い

ていること、また韓流ブームが反復的

に起こる重要な受容者であることを強

調する［７］。韓国ではフィジカルCDよ

りもデジタル音源が主流だが、アーテ

ィストを含む創作者側の利益配分率は

フィジカルCDの方が高い。そのため日

本はCD売り上げの主戦場として意識さ

れているということである。このよう

に従来CD消費がベースと見なされてき

た日本のK-POPファンによる、社会的行
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為としての音楽ストリーミング行為に

注目することは、日本人の音楽視聴行

動の一端のみならず、グローバル化す

るファンダムの現状を把握するうえで

も重要な意義がある。

今回、スノーボールサンプリングに

よって7名の対象者を抽出し、事前にイ

ンタビューへの同意を得た。質問票調査

を経たのち、対面でインタビューを実施

した一名を除く6名には、Zoomを利用し

て遠隔で半構造化インタビューを行った

（2時間〜4時間ほど、合計約17時間）。

韓国在住の韓国人女性ファンには、個別

に質問票を作成し、文書のやりとりの中

でデータを得た。調査概要は「表1」の

とおりである。

３．事例研究

（１）スミンの背景としての音楽チャ

ートとサブスクサービス

まずはスミン行為の背景について確

認していきたい。2010年代半ば以降、

韓国では音楽ストリーミングサービス

が著しい成長を遂げた。韓国メディア

『毎日経済』によれば、2013年には

33.7%に過ぎなかった音楽ストリーミン

グサービス利用者が、2015年には71.6%

へと急増するなど、韓国では早くから

音楽サブスクが浸透している。こうし

たサービスの普及に伴い、同時期から

韓国で浮上したのが「음원사재기논란

(ウモンサジェギノルラン／音源買占め

批判)」である。「買い占め sajaegi 

사재기」とは組織的に実施されるフィ

ジカルCDの買い占めや、デジタル音源

のストリーミング再生数、ダウンロー

ド数に基づく音楽チャートの不正買い

占め行為を指す。一部の芸能事務所が

所属アーティストのランキングを操作

するため、不正な金銭授受を伴い組織

的なチャート操作を行なっているとの

疑惑が持ち上がった。韓国の音楽批評

家は、こうした「チャート操作ビジネ

ス」がしばしばブローカーを介して頻

繁に行われており、チャートにランク

インさせるために数億ウォンが動いて

いるという［８］。疑惑は次第に膨ら

み、ついに大手事務所の代表や著名な

K-POPアイドルまでもが警鐘を鳴らすに

至った。

これらの背景には、リアルタイムで

更新される音楽チャートの存在と、そ

れに依存する音楽業界の体質がある。

年齢 性別 出身 日程職業 好きなK-POPアイドル

A 31 広告代理店 女性 東京 BTS,Stray　Kids、ONF 2020/9/23

B 20 大学生 女性 神奈川 少女時代,SHINee,SuperM 2020/10/13

C 20 大学生 女性 埼玉 2PM,Stray Kids 2020/10/29

E 20 大学生 女性 東京 BTS 2020/11/2

F 21 大学生 女性 埼玉 東方神起,EXO,Cravity 2020/11/11

G 19 フリーター 女性 韓国 EXO,NCT 2020/11/13

H 19 大学生 女性 神奈川 BTS,SEVENTEEN,MONSTA X 2020/11/16

表 1 インタビュー調査概要
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チャートの上位に名を連ねることで注

目が集まれば、アーティストにとって

大きなプロモーションの替わりにな

り、副次的に人気や収益が付いてくる

という狙いだ。

韓国の音楽配信サービスは、基本的

に音源使用料を比例配分で精算してお

り、再生された音源全体のうち特定の音

源が占める割合を計算したうえで創作者

サイドに音楽使用料が支払われる。その

ため音楽使用料の側面に照らしても、事

務所とアーティストだけでなく、“応援

しているアイドルにお金を落としたい”

ファンにとってもチャートは重要な意

味を持つ。実際にこうしたニーズを受

けて、韓国の音楽サービス「VIBE」は

2020年、業界で初となるユーザーの視

聴数に基づく音源使用料システムを策定

し、チャート依存型の他社サブスクとの

差別化を図った。このPR広告には“私

のお金は私が聴く音楽に支払われるとい

いな”というキャッチコピーが掲げられ

た。

一方で、組織的不正行為である「買

占め」とは異なり、先述のとおりK-POP

ファンはアイドルの新曲リリース時期

になると一斉にストリーミング再生

（スミン）を行い、「推し」をチャー

ト上位に食い込ませようと奮闘する。

ファンによる善意の献身的振る舞いで

あれば、ビジネス上、問題はないよう

にも思えるが、音楽業界はアイドルフ

ァンだけのものではない。世間での認

知度がかならずしも高くないアイドル

の楽曲が突如、音楽チャートトップに

躍り出ることは、ファンダム外部にい

る多くの人間にとって奇異に映ること

は間違いない。こうして「回し」行為

はチャートを撹乱する「スミンチョ

ンゴン（スミン＋総攻撃 총공격の意

味）」と呼ばれ、しばしば問題視され

てきた。

このような音楽チャートを生み出

しているのは、韓国国内のドメスティ

ックな音楽ストリーミングサービスで

ある。コリアンクリックによる「スト

リーミング音源市場シェアの現状」

（2020年2月）によれば、「図1」の

とおり「Melon (멜론)」、「genie 

(지니)」、「Flo (플로)」といった

サービスがトップを走る。 大シェ

ア（38.6%）を誇るMelonは、2009年

ローンチされて以降、過去には60%以

上のシェアを誇ったが、2019年には

40%、2020年には38.6%へと、他のサ

ービスにその座を奪われつつある。

Melonの登録には韓国国内の電話番号

による本人認証が必要であることか

ら、国内のリアルなトレンドを直接的

に反映しやすい特徴がある。くわえ

て、同社が国内 大級の音楽授賞式

MMA（Melon Music Awards）を主催し

ていることも、支持を得ている要因だ

ろう。

他方で、Melonは既述のチャート操

作疑惑によって企業の社会的信頼が低

下した経緯もある。これに対して「買

占め／チャート操作」を誘発する原因

とみなされるリアルタイムチャート

（刻一刻と変化するストリーミング再

生数が可視化されるシステム）を2020

年に廃止し、利用者につき一日一回再

生とカウントされるよう仕様変更する

などして対応してきた［9］。
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（２）越境するネットワークと「スミ

ン」

以上の音楽配信サービスを通じて遂行

されるのがスミン行為である。紙幅の都

合上、「語り」の多くを捨象せざるをえ

ないが、インフォーマントが口を揃える

のは「音楽番組で一位を獲らせてあげた

い」という動機である。

たとえば韓国在住でEXOとNCTのファン

である韓国人女性のG氏は、自身のおも

なファン活動として「アルバム購入とス

ミン回し（앨범사기, 스밍돌리기）」を

挙げる。彼女が初めてスミンをしたのは

2014年のEXO『中毒（중독）』で、現在ま

でMelonを使い継続的にスミンしていると

いう。実際にスミンをした楽曲すべてが

一位を獲得していると言い、その光景に

「胸がいっぱいになる」と述べた。ここ

から、韓国国内では2014年の時点ですで

にスミンがファン活動の一環と認識され

ていたことがわかる。

では、これに対してMelonを利用でき

ない日本のファンはどのようにスミンし

ているのか。アイドルグループ2PMの兵役

を機にStray Kidsのファンになったとい

うC氏は、次のように語る（以下、〔　〕

は筆者による補足、〔……〕は中略を表

す）。

「ストリーミング再生数ランキング

上位にしてあげたい」、「音楽番組で

1位に取って欲しい」って〔いう気持

ち〕、スキズ〔Stray Kidsの略称〕に

あげたいので。みんなで頑張るってい

う。スキズは韓国でファンが少ないみ

たいで、海外のファンができることは

「ginie」登録することしかできないか

ら。CD売れててもストリーミングが少

なくて一位取れないときもあるので、

海外勢がんばろう！　っていう（笑い

 

図 1  2020年の韓国国内ストリーミング音源市場シェア（出典：コリアンクリック） 図1 コリアンクリック「2020年 韓国国内ストリーミング音源市場シェア」を元に筆者作成。
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声）。呼びかけが結構ありましたね。

Twitterで呼びかけてる人も、もう頑張

るしかない！ みたいな。それに乗っち

ゃいましたね。（C氏 2020/10/29） 

つまり、Cは音楽番組での一位獲得の

ためには、フィジカルCDの売り上げだけ

ではなくストリーミング再生数が重要な

指標となること、そのため海外のファン

がSNSで呼びかけ合い、「みんなで頑張っ

て」スミンをしたという。

現在放映されている音楽番組は、

『THE SHOW』（火）、『SHOW CHAMPION』

（水）、『M COUNTDOWN』（木）のケ

ーブル放送３番組と、『MUSIC BANK』

（金）、『音楽中心（ショー! K-POPの中

心）』（土）、『SBS人気歌謡』（日）の

地上波3番組、計6番組である。各番組の

楽曲ランキングについて、たとえば『THE 

SHOW』はデジタル音源（GAONチャート

のデータを反映し、数値化）（40%）、

音盤＝フィジカルCD売り上げ（10%）、

YouTubeの公式動画の再生数のスコア

（20%）、専門家評価（15%）、スターパ

スというアプリによる事前投票（5%）、

生放送投票（10%）という独自の指標を設

けて集計している。スミンによってファ

ンが貢献できるのは、「音源＝デジタル

音源」のスコアの向上である。

このほかMnetで放送されている『M 

COUNTDOWN』はデジタル音源（45%）、

フィジカルCD販売量（15%）、YouTube

公式MV（20%）、放送出演回数スコア

（10%）、事前投票（10%）、リアルタイ

ム投票（10%）、音源スコアについては

Melon、Bugs、ginieにおける週間チャー

トの合計を反映している。このように番

組ごとに細かい配分は異なるものの、音

楽ストリーミング再生数が「一位を獲得

する」ために不可欠であることは共通し

ている。ファンはTwitterを中心とする

SNSを使い国内外でこうしたルールや、ア

イドルの出演スケジュールをシェアしあ

い、ハングルを英語や日本語に翻訳する

プロモーター的なファン（「マスター」

と呼ばれるファンがこれを行う場合もあ

る）の存在を媒介としてカムバ期間のス

ミンを促し合う。

BTSとともにStray Kidsのファンである

A氏も、カムバ期間中に四六時中、ginie

を使ってスミンをしている一人である。

その理由として、「バンタン〔BTS〕は、

スミンしなくても、放っておいても一位

取れちゃう」ためにスミンをしないが、

「スキズはみんなで回す。自作ドルだか

ら、番組で一位を取らせてあげたい」と

語った。自作ドルとは、メンバーが作詞

作曲を手がけるアイドルのことで、彼ら

が作った楽曲だからこそ“一位”にはよ

り価値があるという。

とはいえ、たとえ韓国国外から利用で

きるアプリの場合であっても、スミンには

少なくない手間がかかる。C氏は、ginieで

スミンをした経緯をこう振り返る。

韓国のApple IDを作って、ストリー

ミングをしたんです。ginieのアカウ

ントを作って、一ヶ月間、一生流して

ました（笑い声）。これルールがあっ

て、その曲だけ連続再生してもカウン

トされないみたいで、1時間で更新され

るみたいなんです。だから「スミンリ

スト」っていうのを〔一部のファンが

SNS上で〕59分何秒みたいな感じで作っ



䩞౺౺㧇

103

てくれて、いろんな言語でまずリスト

を出してくれて、自分がそれに沿って

プレイリストを作って〔……〕ダウン

ロードの仕方も全部教えてくれる人が

いるので、それを見てやりました。（C

氏 2020/10/29） 

Cはこう述べ、自身が作成したアプリ内

の再生リストと、アプリ登録の際に参考

にしたという韓国人ファンがまとめたス

ミンリストの画像を見せてくれた。この

ように韓国アプリでスミンする場合、韓

国のApple ID作成が必要となる。そのた

めA氏、C氏ともに自身のハングルの知識

に加えて、日本人ファンが翻訳した詳細

なID作成まとめを参照しながらアプリの

登録を行ったのだという。またginieのほ

か、Bugsも日本から本人認証なく月額単

位で利用券が購入できる［10］。

このように、手間をかければ日本から

も利用できるアプリがあるにもかかわら

ず、それでもなお、“韓国でしか使えな

い”ことに付加価値を見出し、Melonで

スミンがしたいという日本人ファンもい

る。G氏は、2017年、韓国に住む韓国人の

友人ファンに頼んで、韓国の電話番号を

借り、登録用のIDを取得したという。利

用券代金はネットバンキングで友人に振

り込み、結果、日本でもMelonが使えるよ

うになったと語る。

EXOのときにやってたスミンはMelon

ってアプリでやってて。〔……〕一位

を獲らせたいというのもあるし、スミ

ンやってる自分好きっていうか、なん

か貢献できてる感があるっていうか。

あははは。〔……〕自分の力で韓国の

友達に番号借りたのは2018、2019年と

かですかね。〔友達とは〕LINEで話し

てますね〔……〕LINEのグループに翻

訳を入れると、勝手に韓国語で入れて

くれるんですよ。でも私も韓国語がん

ばりたいから、分からないのは翻訳機

を使ってます（G氏 2020/11/13）

一見、スミンとはアプリで音楽を再

生するだけの極めて私的な行為に思われ

る。しかし、実際には言語や文化の壁を

超え、ルールや作法をSNSで共有しあい、

また目的に向かってファン同士が呼びか

け合う、トランス・ナショナル／カルチ

ュラルな協働のプロセスなのである。そ

のため、H氏のように、登録の難しさか

ら韓国国内のアプリの利用を断念し、

「YouTubeの公式MV動画とApple Musicの

DL数」で「MONSTA Xの楽曲をスミンして

いる」というファンもいた。このよう

に、スミンは国際的なファン仲間との繋

がりという社会関係資本や、ハングル／

英語のリテラシーといった文化資本が複

雑に絡み合う実践なのである。

（３）労働、余暇、睡眠時間にも浸潤

するスミン

スミンが“越境”するのは国家や文

化、言語の差異だけではない。音楽アプ

リの技術的性質上、スミンは「労働／余

暇」という旧来的な区分、さらには趣味

に費やしうる可処分時間という枠組み

すらも超えていく。前出のC氏はこう語

る。

プレイリスト作ります、あとはただ

再生するだけで、24時間、無音でずっ
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と再生し続けてました〔……〕ひたす

ら流して、寝てる間ももちろんです！

　寝てる間はオタクの時間なので。オ

ンライン講義はPCで全部受けて、スマ

ホは放置したいので。〔ginieでは〕再

生回数、自分がどれだけ再生したのか

見れるので、やりがいがあるっていう

か。「やったー」みたいな（笑い）。

すごい、頑張ったなって思いました、

充電を犠牲にしながら。無音で流して

〔……〕仕事中とかだったりしたんで

（C氏 2020/10/29）

彼女はこのように睡眠時間、大学のオ

ンライン講義中、アルバイト中と24時間

スミンをしていたという。「寝てる間は

オタクの時間」という発言は、深夜は一

般のユーザーによるストリーミング再生

が減るが減るため、ファンの一斉のスミ

ンによってアイドルがリアルタイムチャ

ート上位にのぼりやすいということを含

意している。

一方、G氏は、“スマホ2台持ち”のた

め、一台はつね家に置き、消音で再生し

続けていたという。

それ〔ファンがシェアするリスト〕

通りに入れてるんで。流しっぱ、流し

っぱでしたね。もう一個のケータイ

で。Wi-Fiがないと使えない、契約切

れてるケータイで、持ち運びしなくて

いいので。家に置きっぱでリピート

機能で〔……〕曲はスミンしてたら

聴かないかな、〔曲を聴きたいとき

は〕使ってる方のケータイで流しま

す。〔……〕なんだろ、なんか、外野

になりたくないっていうか、自分も

ちゃんと参戦したいっていうか（G氏 

2020/11/13）

注目すべきは、24時間再生し続けてい

るもののスミン中に「曲は聴かない」と

いうことだろう。彼女に限らず、他のイ

ンフォーマントもみな“無音で流す”と

いう。これらの語りに現れているのは、

見過ごされがちなデジタル音源視聴行動

の多様性である。通常、音楽ストリーミ

ングサービスは音楽の視聴を目的とする

はずだが、スミンというコンテクストに

おいては「無音で流す＝回す」、つまり

“聴かない音楽”の存在を前提とした

「音楽再生の自己目的化」傾向が見られ

るのである。

このように、“消音モード・バック

グラウンド・ループ再生”を可能にする

音楽アプリの技術特性は、可処分時間に

とらわれず遂行される特殊なファン活動

としてのスミンを可能にする。ただし、

単純な技術決定論に回収することは禁物

だ。「能動／受動」では捉えきれない営

みは、情報基盤によってのみ支えられて

いるわけではない。Cが「すごい、頑張っ

たなって思いました」と述べ、冒頭のア

イドルがファンの「苦労」を労ったよう

に、スミンは（その良し悪しは差し置く

として）、一つの目的に向かうグローバ

ルなファンの協働の体現に他ならないの

である。

５．おわりに

以上、本稿はデジタル空間で遂行され

るファン活動の一端を明らかにするため

に、K-POPファンへのインタビュー調査
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注釈

［1］以上は拙訳による。絵文字などは省いた。

［2］Bruns, A., 2006, “Toward Produsage: Futures for User-Led Content 

Production”, Proceedings Cultural Attitudes towards Communication and 

Technology. 275-284, Tartu, Estonia.

［3］Booth, P., 2016, Digital Fandom：New Media Studies New York: Peter Lang.

［4］Joanna Elfving-Hwang,2019,K-pop fans are creative, dedicated and social 

- we should take them seriously, Academic rigour, journalistic flair, THE 

CONVERSATION).

［5］「BTS（防弾少年団）の活躍が韓国経済にもたらす波及効果」（KBS WORLD RADIO, 

終アクセス：2020年9月14日。http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.

htm? lang=j&menu_cate=business&id=&board_seq=390943）

［6］吉光正絵「送り手とファンの相互作用」『新社会学研究』第3号、新曜社、2018年.

注釈：　　　　　　　　　　　　　　　

を通じて、スミンの実態について検討し

てきた。インタビューの結果、スミンは

音楽ストリーミングサービスを用いて、

国家という枠組みだけでなく、旧来的な

「労働／余暇」区分、あるいは可処分時

間という発想すらも“越境”していく協

働実践であることがわかった。こうした

プロセスを経て獲得された音楽番組での

一位は、アイドルの楽曲の人気を示すだ

けでなく、ファンとアイドルにとっては

「ともに獲得した一位」として、紐帯の

強さを確認しあう符牒となる。つまり一

見無機質で、単なる“数字”に思えるチ

ャートは、ファンとアイドルの親密性を

再帰的に可視化する装置としても機能し

ているのである。ファン研究はこれまで

産業主導ファンダム論や、「能動的なフ

ァン」といった分析視角を提示してきた

が、スミンに象徴されるように、いまや

企業とファンの欲望はデジタルメディア

上でせめぎ合い、「主体／客体」という

安易な図式で捉えられない様相を呈して

いる。つまり、メディア・オーディエン

スという存在を捉え直すうえでも、本稿

の議論は少なくない意義があるだろう。

もっとも、ファン研究の観点から興味

深い点は、スミンは「アイドルのため」

だけになされる、完全なる利他的行為で

はないということだろう。G氏が「スミン

やってる自分好き、なんか貢献できてる

感がある」、「外野になりたくない」と

語ったように、スミンに与することはフ

ァンコミュニティへの帰属意識を強める

とともに、自身のファンアイデンティテ

ィを形づくる資源ともなる。こうした論

点については、さらなる調査を踏まえて

別稿にて検討したい。

［謝辞と付記］インフォーマントの皆

様、そして金泰龍 김태용さん（東京大学

大学院学際情報学府）に、この場を借り

てお礼申し上げます。本稿はJSPS科研費

（18K12941）の助成による成果の一部です。
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［7］Miranda Larsen,2018,‘Benefits’ and Labor-K-pop Fandom in Tokyo Beyond the 

Major Groups, The Learned Fangirl.

［8］S-KOREA「音楽配信全盛の韓国で大問題になっている「スミンチョンゴン」と

は？」（ 終アクセス：2020年9月14日https://news.livedoor.com/article/

detail/13522552/）

［9］このほか韓国国外のサービス（SpotifyやYouTube等）でのスミンや、「ダウンロー

ドスミン」と呼ばれる、DLデータを削除し、再DLを繰り返すといった行為も存在す

る。

［10］楽番組にはファンが参加できる「サノク」と呼ばれる事前録画がある。参加する

際には、有料のMP3の楽曲音源をDLしたことを証明する「音源証明書」の提示が求

められる。そのためスミンは「音楽番組一位」のためだけでなく、ファンのサノ

ク参加のために遂行されることもある点には留意したい。Melonやginie、NEVER 

musicなど音楽配信サービスでダウンロードした記録を印刷、キャプチャして提示

するため、韓国の携帯認証ができないファンは現地の代行業者に委託することも

ある。

（勤務先：桃山学院大学社会学部）


