
要旨
　本作品は、会場における対面の参加者でもオンラインの参
加者でも、同じようにファシリテータや学生スタッフと一緒
に楽しむことのできる、対面とオンラインの融合を目指した
次世代型オンラインワークショップである。音が伝わる仕組
みからアナログとデジタルの違いを、紙芝居による解説や蓄
音機で音を出す実験の映像を通してレコードの歴史とともに
学び、アナログでの音の記録や音の出る仕組・原理への理解
を深める。そしてフォノシートプレイヤーの工作キットを組
み立て、自らの手でフォノシートを回しながらプレイヤーか
らの音を聴くことで、音が出る仕組みや楽しさを体験する。
さらに、コロナ禍において実際に物事を体験する機会が少な
くなった子どもたちのために、オンライン参加でも質問に対
して実演で答えることなどにより、対面に近い体験ができる
次世代型オンラインワークショップとして実施した。

Summary
　This work is a next-generation online workshop that aims to 
integrate face-to-face and online formats so that participants 
attending both in-person and online can interact with facilitators 
in the same way. Firstly, participants will learn about the differences 
between analog and digital sound in terms of the mechanism of 
sound transmission, as well as the history of vinyl records through 
a storyboard explanation and a phonograph demonstration. 
Participants will then have the opportunity to assemble a paper 
craft kit for playing a phonosheet themselves and listen to the 
sound from the player while rotating the phono sheet by hand. 
Online participants will be able to gain the same experience as 
those taking part in person by having their questions answered via 
live demonstrations.

アナログってなんだろう？
次世代オンラインワークショップ

What is analog sound?
Online workshop of Next-generation

Wakabayashi Naoki：Sapporo City University
Anzai Toshinori ：Sapporo City University
Kurita Daisuke ：Audio-Technica Corporation
Kogure Akira ：Audio-Technica Corporation

■ 若林尚樹　札幌市立大学
■ 安齋利典　札幌市立大学
□ 栗田大輔　株式会社オーディオテクニカ
□ 木暮　亮　株式会社オーディオテクニカ

図１　会場でのワークショップの様子
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１．はじめに
　ストリーミング技術で音楽を聴くことができるサービスな
どデジタル音源を活用したさまざまな技術が普及し、アナロ
グレコードなどアナログ音源での音楽ディスクの生産は一時
減少の傾向となっていた。しかし、日本国内においてもデジ
タル音源による音楽CDの生産量が減少の傾向を示す中、ア
ナログレコードの生産量は、2013年以降増加の傾向をしめし
ている［注１］。デジタル音源は、断続した数値データとし
て記録されており、サンプリング周波数を細かくしたハイレ
ゾ音源のような高解像データにおいても段階的に区切られ
データ化されている点では同様である。一方、アナログ音源
の記録方式は音の振動を波状の溝としてレコード盤に記録さ
れている。このアナログレコードとデジタル音源による音楽
CDの記録方式の原理の違いや、アナログレコードの音の聞
こえる仕組みを体験してもらい、興味を持ってもらうことを
目的としてワークショップを実施した。ワークショップ［注
２］は「音育」として、音響機器を製造販売する株式会社
オーディオテクニカと研究教育機関である札幌市立大学が協
働で企画・実施してきた。2019年度には保護者と一緒に工作
を通して体験するワークショップを対面で実施した。この経
験をもとに、2020年度は、オンラインでも対面と同様の体験
ができる形へと進化させることを目指した。

２．研究の目的と方法
　このワークショップは、小学生を対象としてアナログレ
コードの音の出る仕組みの説明をもとに、フォノシートプレ
イヤーの紙製工作キットを組み立て、音を聴いてみるという
体験を通して、アナログでの音の記録や音が出る仕組みの理
解を深めることを目的としている。さらに今回の試みを通し
て、オンラインでも対面に近い体験を得ることができる、次
世代型オンラインワークショップの検討を目的とする。
　2021年３月に実施した２回目のワークショップでは、オン
ラインでの参加者とともに４組の親子を会場に招き学生ス
タッフと一緒に体験してもらうことで、ファシリテータと会
場参加者との対面によるコミュニケーションを、オンライン
の参加者もともに体験できることを目指した次世代型オンラ
インワークショップとして実施し、参加者へのアンケートを
分析し検討を行なった。

３．ワークショップの概要
　フォノシートを再生することのできるプレイヤーの工作
キットを使って、アナログレコードの原理や音の聴こえる仕
組みを学ぶワークショップである。フォノシートとは塩化ビ
ニールを素材とした薄く柔らかい円盤で、レコードと同じよ
うに音楽や音声などの振動を波状の溝として刻み込み記録し
たものである。株式会社オーディオテクニカが音響機器メー
カーならではのノウハウと技術、そして札幌市立大学デザイ
ン学部がワークショップデザインやサービスデザインで蓄積

してきた知見を融合し、札幌地区の子どもたちとその保護者
を対象に実施したワークショップである。
３－１．実施概要
　実施したワークショップの詳細は次の通りである。
名称　　：『アナログってなんだろう？』
日程　　：2021年３月13日（土）
実施回数：１回目14：00 ～ 15：00、２回目16：00 ～ 17：00
参加者数：１回目115組と会場参加４組の親子
　　　　　２回目113組
実施方法：オンライン配信と会場で対面のハイブリッド型
進行スタッフ：ファシリテータ１名、学生スタッフ10名
配信会場：札幌市市民交流プラザ２F SCARTS スタジオ
３－２．次世代型オンラインワークショップのための課題
　会場での対面の参加者でも、オンラインでの参加者でも同
じように、ファシリテータや学生スタッフと一緒に楽しむこ
とのできる、対面とオンラインの融合を目指した次世代型オ
ンラインワークショップとして、次の５点を企画、実施し
た。
（１）ハイブリッド型：１回目では、オンラインでの参加者
とともに会場に４組の親子を招待し対面でのワークショップ
を同時に実施。これによってオンラインによる感染対策に加
えより多くの子どもたちの参加を実現しつつ、対面による参
加者の状況を確認しながら進行が可能となると期待される。
（２）３地点中継：アナログレコード再生の原点を伝えるた
め、福井県立こども歴史文化館に展示されているエジソン型
の蝋管蓄音器や、レコードの元になった円盤型蓄音器などの
実演による解説映像とともに、映像で解説した担当者がオー
ディオテクニカフクイ－音響ホールからのオンライン中継に
登場して参加者からの質問に答えるなど、配信会場と参加者
の家庭を繋いだより対話的な体験として実現（図２）。
（３）トリセツ（組み立て説明書）：対面のワークショップで
学生スタッフが行う制作補助の代わりとして、オンライン参
加者には工作キットの組み立て方法を説明の文章なしで図解

図２　３地点をむすぶオンラインワークショップの構成図
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したトリセツを工作キットと共に配布。
（４）チャットによる問い合わせと実演による回答：フォノ
シートプレイヤー組み立ての工程では、チャットで質問を受
け、学生がオンラインで実演しながら答える臨場感のある応
対により、オンラインでも対面のような環境を実現。
（５）ワークショップとしての着眼点：ワークショップの原
点となる、創造的思考のクリエイティブ・ラーニング・スパ
イラル［注３］をもとに、子どもたちにクリエイティブに考
えさせ、親子などの共同活動を通して自分にとって意味のあ
る何らかのモノ作っていくプロセスとする。
　・情報の提供（きっかけ）＞紙芝居
　・共感（行動への期待）＞蓄音機の説明と音源再生
　・行動（表現）＞工作キットの組立て
　・共有（提示）＞フォノシートを鳴らしてみる
　・振り返り＞ チャットによる質問や感想をファシリテータ

がオンラインで対応
３－３．会場レイアウト
　会場は図３のように左半分のスペースは１名のファシリ
テータと３名の学生スタッフの計４名が進行を行なうステー
ジとオンラインの配信のための機材を設置した。ステージで
は４名の進行スタッフのそれぞれの間に飛沫防止のパーテー
ションを設置した。また、ステージの横には作業机を設置し
て、工作の際に学生スタッフが進行に合わせて工作キットの
組み立てやオンラインでの参加者からのチャットでの質問に
応じて作り方のデモンストレーションを行なうスペースとし
た。右半分のスペースは、１回目の実施の際には会場に招待
した４組の対面での会場参加者の席を配置した。オンライン
配信用のビデオカメラは２台用意し、１台はステージを撮影
する固定カメラとし、もう１台はハンディカメラとして、進
行に応じて作業机での組み立て作業の様子や、４組の会場参
加者の様子を撮影した。
３－４．プログラムの概要
　プログラムは14時開始と16時開始の２回実施し、次のよう
に６工程で構成されている。

（１）オープニング（７分）：ファシリテータと主催者による
開催挨拶
（２）情報の提供（紙芝居による説明　10分）：学生スタッフ
が制作した紙芝居を使いながら、音の伝わる仕組みやその実
験、デジタルとアナログの違いなどについての説明（図４）。
　紙芝居を使った説明とすることで、紙芝居をめくる、図を
指で指し示すなどの動作を行い参加者の注目を集めたり、ア
ナログレコードや音楽CDの実物を提示しながらの対話的な
説明とした。
（３）共感（アナログレコードと蓄音機　15分）：福井県立こ
ども歴史文化館に所蔵されている蓄音機を、オーディオテク
ニカの担当者が実際に操作しながらアナログレコードの音が
聴こえる仕組みや、蓄音機の動作のようすを解説した映像を
オンライン参加者、会場参加者ともに視聴。
（４）行動（工作キットの組み立て　15分）：会場参加者は会
場で配布され、オンライン参加者は事前に送付された工作
キットの組み立て（図５、図６）。
　会場参加者には、学生スタッフが必要に応じて制作の補助
をしながら組み立てを実施した。前述のトリセツ（図７）に
加え、オンラインの参加者には作り方の具体的な手順を示す
ために、ハンディカメラで学生スタッフが実際に工作キット
を作る様子を撮影し中継配信した。オンラインでの参加者か
らの質問やコメントをチャットで受付け、その内容を確認し
ながら必要に応じてファシリテータが回答したり、組み立て
を行なっている学生スタッフが質問のあった箇所の組み立て
を再度行なったりするなど、チャットに対応した対話的な組
み立て方の解説を行なった。
（５）共有（フォノシートの音を聴いてみる）：組み立てが終
わった参加者は、フォノシートを手で回して音を聴く。
　はじめはなかなか思い通りに音が聴こえず、回すスピード
を変えたり、針の角度や長さを変えたりしながら、フォノ
シートに録音されている「どんぐりころころ」が聴こえるよ
うに工夫した。このような工夫がアナログで音を聴くための
試行錯誤として貴重な体験となった。
（６）振り返り（質疑コーナー　８分）：質疑応答と振り返り。
　蓄音機の原理などを解説した担当者が参加者からの質問に
応える質疑応答を行い、その後ファシリテータが振り返りを
含むエンディングを行ないプログラムの終了とした。
３－５．ワークショップデザインのプロセス
　主催者である株式会社オーディオテクニカと企画・制作・
運営を担当する日本経済広告社、そしてワークショップで使
用する教材のデザイン制作と当日の進行を分担する札幌市立
大学の３者が協力して実施した。当初2020年10月に対面の
ワークショップとして実施する予定で、６月からその準備を
開始した。８月にはワークショップで使用する工作キットの
グラフィックデザインコンペを、札幌市立大学の学生スタッ
フを対象に行った。９月のはじめに採用作品を選定し、それ
をもとに日本経済広告社で版下制作・印刷を行なった。しか図３　会場レイアウト
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し、新型コロナウイルスの感染対策のため３月に延期となり
オンラインでの開催となった。そのため９月初旬に学生ス
タッフがオンラインでの実施に向けた企画案の検討と提案を
行った。その提案を参考に主催者であるオーディオテクニカ
と企画・制作・運営を担当する日本経済広告社が詳細な実施
計画を策定し、システムの構築や会場の設計等の実制作を
行った。
　2021年１月に札幌地区で小学生向けの情報サイト「エコチ
ル」で参加者を募り、311組の申し込みがあった。参加予定

者には２月中旬に工作キットを送付した。参加者は当日その
工作キットを用意してオンラインでのワークショップに参加
し、いっしょに組み立てを行なった。
　札幌市立大学における学生スタッフのワークショップ当日
までの制作スケジュールは次のとおりである。
2020年
６月　学生スタッフの募集、札幌市立大学学生向け説明会
　　　イベント制作担当による工作キットの基本設計
８月　工作キットのデザインコンペ実施
９月　ワークショップ実施内容検討と提案
　　　工作キットのグラフィックデザイン案決定
10月　主催者によるワークショップ企画の実施案決定
2021年
１～２月　トリセツ（組み立て説明書）のデザイン制作
２～３月　紙芝居とシナリオ、修了証書のデザイン制作
３月11日　学生スタッフによる紙芝居のリハーサル
３月13日　オンラインワークショップ実施

図４　紙芝居（全８ページ）

図７　トリセツ右利き用（組み立て説明書）

図５　フォノシートプレーヤー工作キット（右利き用印刷面）

図６　組み立てた工作キット（右利き用で組み立てた様子）
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３－６．制作
（１）フォノシートプレーヤー工作キットのデザイン
　工作キットは特別な工具やむずかしい組み立て工程が無く
差し込むだけで組み立てることができ、右利き左利きどちら
でも使えるように表裏両面で設計した。また、フォノシート
に収録されている「どんぐりころころ」の歌詞にあるドング
リやドジョウをモチーフに、小学生にもその曲の雰囲気が伝
わるようなグラフィック表現とした（図５、図６）。
（２）紙芝居
　ワークショップで使用した紙芝居と、それを上演する際の
セリフをまとめた台本も学生が制作した（図４）。
　紙芝居は、「身の回りの音」、「音の聞こえる原理（振動）」、
「音楽CDとアナログレコードの違い」の３項目を、イラス
トを中心に説明したものとした。また、音が振動として伝わ
ることを、工作キットのパーツとして同梱されているプラ
コップを使った簡単な実験を行い、その実験方法もイラスト
でわかりやすく図解した紙芝居とした。
（３）トリセツ
　オンライン参加者が学生スタッフの補助がなくても組み立
てられるように、工作ステップのそれぞれでパーツの形状を
図示し、差し込む方向を矢印で図解するなど、利き手に応じ
て表裏両面に印刷をしたトリセツ（組み立て説明書）を制作
し、工作キットとともに送付した（図７）。

４．アンケートからの分析
　ワークショップ終了後に参加者を対象にアンケートを実施
し、１回目は92名（対面参加者４組を含む）、２回目は104名
から回答を得た。アンケートは、総合的な満足度やイベント
の時間の長さ、難易度、興味を持ったパートなどについて５
段階で評価した。

４－１．集計結果より
　参加者の年齢構成は表１のように、１回目の方が７歳を中
心とした小学校低学年と10歳の割合が多く、２回目は小学校
中学年の割合が多いが、どちらも各学年から広く参加してい
るようすがうかがわれる。
　表２のように、総合的な満足度については１回目は大変満
足、あるいは満足が合計で77.2％であり、不満は4.3％であっ
た。２回目は大変満足、あるいは満足が合計で84.6％であり、
不満は3.8%であった。また、イベントとしての時間の長さ
については、ちょうど良いという回答が１回目は68.5%、２
回目は60.6％と１回目の方がやや高い評価であった。これは、
会場に対面で参加している４組の参加者の進行状況などを確
認しながら説明の時間や工作の時間を調整したり、作り方を
ハンディカメラで撮りながら説明をするなど会場の参加者の
状況を参考にした進行をしていたことがその要因の一つであ
ると考えられる。しかしそれぞれの自由記述の感想には、プ
ログラムの全体的な構成についての指摘は見られなかったも
のの、１回目、２回目ともに「説明の時間が長い」「工作の
時間が短かった」などの意見が多く見られたことから、今後
は時間配分についての検討が必要であると考えられる。
　ワークショップの内容の難易度については、１回目が
44.6%、２回目が62.5%がちょうど良いと回答しているが、

表１　参加者の年齢構成（１回目92名、２回目104名）

表２　アンケート結果（１回目92名、２回目104名）
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やや難しいとの回答が１回目では34.8%であった。これは１
回目の方が低学年の参加者が多かったこともその原因の一
つと考えられる。また、一番興味をもったパートとしては、
「工作キット組み立て」と回答しており、ついで「蓄音機に
よる解説映像」との回答が高いなど１回目も２回目もともに
同様の傾向であった。それに対して紙芝居による解説が「一
般的な音に関する説明」「アナログとデジタルの違いについ
ての説明」を合わせて１回目が２回目よりも高い割合となっ
ているが、これは１回目では紙芝居を上演する際に対面の参
加者の反応を見ながら行うとで、対面の参加者がいない２回
目よりもより対話的に行うことができたとの学生スタッフの
感想からも、オンラインにおいても対面の参加者がいるハイ
ブリッドでの実施のほうがより効果的であったことが推測さ
れる。なお、アンケートの回答の中から対面で参加した４組
の回答を分けて分析したところ、４組ともに総合的な満足度
は大満足や満足であり、時間の長さと難易度についてはとも
に丁度良いであった。これは会場で学生スタッフが個別にサ
ポートするとともに、ファシリテータの進行も会場の４組の
状況を見て調整しながら進めていたためと考えられる。
４－２．対面の参加者への追加アンケート
　ワークショップ実施後に、対面で参加した４組それぞれの
保護者４名に、対面とオンラインの比較についてアンケート
を実施した。その概要を次に示す。対面で参加した感想とし
ては、「説明が聞きやすかった」「気軽に質問ができた」「詳
しく教えてもらえた」などの会場スタッフとの対応に関する
意見とともに、「他の参加者のようすが見えた」など他の参
加者との関わりについての意見があった。また、対面では
「オンラインのための設備を持っていなくても参加できた」
といった設備に関する意見も見られた。
　それとともに「対面では新型コロナ感染症対策が心配で
あった」「対面では質問がしづらかった」といった意見も１
件ずつあった。さらに対面での参加者にオンラインでの参加
についての意見を聞いたところ、オンラインのメリットとし
ては「自宅で参加できる」「会場に出かける必要がない」「新
型コロナ感染の心配がない」といった参加環境についての意
見があった。また、「説明が見やすい」「説明が聴きやすい」
といった意見とともに「たくさんの参加者が参加できる」
「他の参加者を気にしなくて良い」といった対面での会場環
境に対する課題を指摘する意見もあった。次回は対面で参加
したいかとの問いには、４人中３名が「対面で参加したい」
と回答し、１名が「オンラインか対面かを選択できるように
して欲しい」との回答であった。なおこの回答者は「対面で
は質問がしづらかった」と回答した参加者であった。

５．まとめ
　アンケートの結果からワークショップ全体としての構成や
内容、そしてワークショップとしての実施については良い評

価を得ることができた。これによって目的の一つである音の
聴こえる原理やアナログレコードに興味を持って欲しいとい
う点については効果が得られたことがわかった。しかし、も
うひとつの目的であった次世代型オンラインワークショップ
としての実施については、今回の取り組で一定の成果はあっ
たものの課題を残した。特に音の聴こえる原理とアナログと
デジタルの違いの点については、その解説の方法や内容につ
いてさらに検討する必要があることがわかった。なお、今回
の次世代型オンラインワークショップは、キッズデザイン協
議会の選定するキッズデザイン賞2021において、子どもたち
の創造性と未来を拓くデザイン部門コミュニケーションカテ
ゴリーでキッズデザイン賞を受賞し、審査員からは「音響
ホールからの配信や手元に届く工作キットの体験などリアル
を埋め込んだ仕組みに新たな取組が付加された」との評価を
いただいた。

６．今後の展開
　今回のオンラインワークショップは、株式会社オーディオ
テクニカと札幌市立大学デザイン学部との協働プロジェクト
として、これまで蓄積してきたワークショップのノウハウを
もとに、次世代型オンラインワークショップとして実施し
た。これによって対面での参加者とのリアルな進行状況をオ
ンラインによる参加者も共有し、対話をしながら作り上げる
ことで、より一体感のあるワークショップが実現できたと考
えられる。それとともに、多くの解決すべき課題もあること
がわかった。今回のワークショップで得られた評価や知見を
もとに、今後もアナログの音の出る仕組みについて考える音
育としてのワークショップのさらなる改良に向けた取り組み
を継続し、それらをもとに効果的なワークショップの手法を
検討していきたい。
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