
 

日本音響学会第 184 回技術講習会 

「音響研究・オーディオ開発における DAW ソフトウェア

「REAPER」の活用術」オンライン講習会 
――期日：2021 年 10 月 4 日（月）―― 

一般社団法人 日本音響学会 

 事業委員長 西村 明 

音響研究やオーディオ開発の分野において，DAW（Digital Audio Workstation）ソフトウェアを利用

する機会が多くなっています。特に，立体音響（3D，イマーシブオーディオ）関係の分野では，デモ

素材の録音・再生からコンテンツの制作に至るまで，DAW は必須ツールの一つとなっています。本セミ

ナーでは，立体音響分野において近年利用者が増えているDAWソフトウェア「REAPER（リーパー）」に

関して，DAW の初心者を対象とした基本操作から，JSFX プラグインの作成などを習得して頂きます。 

講習会は２部に分けて実施します。まず第１部では，REAPER での録音や再生の基本的な操作から立

体音響の制作手法までを解説します。オーストリアのグラーツ国立音楽大学で開発されたIEMプラグイ

ンや，フィンランドの Aalto 大学で開発された SPARTA などのアンビソニックス用の様々なツールを用

いて，実際にマルチチャンネルとバイノーラルによる 3D オーディオの制作手法について解説します。 

第２部では、DAW 上で様々な音の加工をおこなうオーディオプラグインを JSFX によるプログラミング

手法で制作する方法について解説します。プログラミングに関する特別な知識がなくても、簡単に自

分専用にカスタマイズされたオーディオプラグインをつくることができるようになります。 

事前に受講されるご自身のコンピュータに必要なツール（下記）をインストールしておくことをお

勧めします。また，講習録画動画を終了後1カ月間，受講者のみオンライン視聴できるようにします。 

≪DAW≫ ・REAPER https://www.reaper.fm  

≪Plug-in≫ ・IEM Plug-in Suite  https://plugins.iem.at/download/ 

  ・SPARTA http://research.spa.aalto.fi/projects/sparta_vsts/  

  ・AMBEO A-B Converter https://en-us.sennheiser.com/ambeo-abconverter 
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第 184 回技術講習会申込書「音響研究・オーディオ開発における DAW ソフトウェア

「REAPER」の活用術」オンライン講習会 

ふりがな  □正会員  □学生会員 

（No.                    ） 

□賛助会員 □協賛学会員 

（学会名：               ） 

□一般学生 □会員外 

 

氏  名 

 

 

参加票送付先 
勤務先か自宅のいず

れかをご記入下さ

い。勤務先の場合は

所属部課名までご記

入下さい。 

□勤務先 □自宅 

勤務先名： 

（学校名） 

 

所在地：〒 

 

 

 

 

 

Tel.            Fax: 

 

e-mail: 

参加費(税込価格) 

□賛助会員(1 口)    15,000 円 

□賛助会員(2 口以上) ※12,000 円 
※2口以上ご登録の賛助会員所属職員は口数分の

人数まで 12,000 円となります。口数が不明の場

合は学会事務局までお問い合せ下さい。 
□正会員・協賛学会員  15,000 円 

□学生会員(当学会学生会員に限る)3,500 円 

□一般学生       4,000 円 

□会員外       29,000 円 

送金方法 
□銀行振込  □郵便振替 □現金書留 

請求書 □要 □不要 

REAPER の基本操作と立体音響録音再生 

1．DAW の基本と Reaper の設定 

2．Reaper による録音・再生・編集 

3．アンビソニックとバイノーラル 

4．立体音響コンテンツ制作の実際例 

JSFX によるオーディオプラグインの作成 

１．JSFX の基礎 

２．JSFX によるプラグイン作成 

  ゲイン調整，イコライザ，ディレイ  

  など 



オンライン講習参加にあたり、下記にご同意ください。 

・ 録画・録音は禁止する。 

・ 開催情報(URL, ID, パスワード等)を申込受講者以外と共有することは禁止する。 

・ 通信回線，受講者のパソコン等の障害，不備により，受講者に生じた損害については，日本音

響学会は一切の責任を負わないものとする。 

・ その他円滑な実施のための主催者の指示に従う。 

 

 

日  時 2021 年 10 月 4 日（月）9:30～17:00（9:20 より接続可能、早めに接続下さい） 

場  所 オンライン双方向講習 

 申込いただいた方のメールアドレスへ、講習への参加URL, ID, パスワードを、10月 1日(金)

までに送信いたします。 

参 加 費 賛助会員(1 口)   15,000 円 

(税込価格) 賛助会員(2 口以上)  12,000 円※ 
※ 2 口以上ご登録の賛助会員所属職員につきましては口数分の人数まで 12,000 円となります。 

例： 2 口→2 名まで 12,000 円・3 名以降 15,000 円，3 口→3 名まで 12,000 円・4 名以降 15,000 円 

口数が不明な場合は学会事務局までお問い合せ下さい。 

正会員・協賛学会員 15,000 円 

学生会員       3,500 円 学生会員は当学会学生会員に限る。 

一般学生       4,000 円 (当学会学生会員以外の学生は一般学生で申込のこと) 

会 員 外      29,000 円 

講  師 亀川 徹（東京芸術大学）、丸井 淳史（東京芸術大学） 

定  員 60 名(学生 10 名程度) 

テキスト 当日使用のスライドのコピーを事前に郵送いたします。 

 また、電子化資料(PDF)ファイルも当日配布する予定です。この資料は複製禁止とします。

講講習録画動画を終了後 1 カ月間，受講者のみオンライン視聴できるようにします。 

申込期限 2021 年 9 月 27 日(月)※ 

※定員に達していない場合は直前まで申込受付いたしますのでお問い合せ下さい。 

ただし，申込期限前に定員に達した場合は申込を締め切ります。 
申込方法 申込書の内容を E-mail（asj-apply@acoustics.jp）添付にて送信ください。 

参加費の納付 参加費は後掲の郵便振替先または銀行振込先に納付下さい。 

請求書が必要な方は，申込書「請求書欄」の「要」欄にチェックの上，お申込み下さ

い。 
「請求書」及び「払込取扱票(コンビニ及び郵便局で送金可能)」をお送りします。 

協  賛（依頼予定）日本騒音制御工学会，電子情報通信学会，日本機械学会 

日本音響学会事務局 〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-18-20 ナカウラ第５ビル２階 

Tel.03-5256-1020, Fax.03-5256-1022 

郵便振替先 一般社団法人 日本音響学会 00120-9-136290 

銀行振込先 口座名義はいずれも 一般社団法人 日本音響学会（シャ）ニホンオンキョウガッカイ） 

三菱 UFJ 銀行  新宿中央支店 普通預金 3935498 

三菱 UFJ 銀行  神田駅前支店 普通預金 1671112 

三菱 UFJ 銀行  秋葉原支店  普通預金 3909748 

みずほ銀行   新宿西口支店 普通預金 1164066 

三井住友銀行  神田支店   普通預金 2175551 


