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この青い長方形は、 様々なサウンドパレットを探索、 解明し、独自のサウ
ンドを無限に研究することの無限の機会を提供する、 全く新しいマシーン
であります。
あなたがレコーディングをするものは、 ほんの始まりに過ぎません。

Welcome to the bottomless looper, blooper.

強大なパワーには戸惑いが付き物です。
blooperは究極的にフレキシブル、 かつオープンエンドに開発されていま
すが、 操作するうちに馴染みのない場所へ飛ばされることもあるでしょう。 こ
れはもちろん楽しいことですが、 最初は少し圧倒されるかもしれません。 

あなたをサポートするためにいくつかの資料が用意されています。
このマニュアルは基本から親しみやすい基本から、 アドベンチャーを伴う実
験までいくつかのシナリオを通して、 少しずつ解説しています。 これらのシナリ
オをプレイすれば、 すぐにblooperは最高の相棒になるはずです。

更に詳しい解説が必要なら、 blooperのミニサイトやyoutubeのビデオ
マニュアルシリーズをチェックしてください。

blooperをカスタマイズするにはBlooper Interface Program (BLIP) 
にアクセスしてください。 ここではblooperのカスタマイズやアップデート、 保存
したループのダウンロードなどを行えます。 Stabilityのノイズレベルや、 
modifierの入れ替えなどが可能です。
*国内代理店製品ページからアクセスできます。

「スタンダード」  なルーパーとして機能するモードです。 NormalとAdditiveの大きな違いは、 modifierやStabilityがループにどう影響するか、. です。
Normalモードではこれらのエフェクトは聴くことはできますが、 blooperの後に配置された外部のエフェクトのように作用します（ドライ音には影響しま
せん) 。  modifierを重ねてもループがめちゃくちゃにならず、 サウンドを好きなようにエディ ットしオーバーダブを録音できます。

modifierやstabilityといったエフェクトをループに書き込むことができるモードです。 blooperから聴こえるすべてがループに録音されていきます。 エフェク
トを使用しつつオーバーダブは通常どおり行いたいなら、 normalモードが適しています。 Additiveはblooperの真骨頂ともいえるモードで理解には
少し時間がかかるでしょう。 ビデオマニュアルも参考にしてください。

Samplerのワークフローは、 シンプルかつ即効性を持ったモードです。 録音したループを繰り返すのでなく、 マニュアルでトリガーすることができます。 です
がオーバーダブの代わりに、 繰り返しをさせることもできます。 このモードでは録音を重ねるたび新たしいループが上書きされていきます。 スタッターやごく
短いパフォーマンスループに最適です。 デフォルトではループの繰り返しが有効のため、 他のモードから違和感なく移行ができます。 右のフットスイッチ
を長押しすると繰り返しを無効にし、 マニュアルでワンショットループを再生します。 他のモード同様modifierやstabilityを適用させることも可能です。



 commands
Additive / Normal モード
左スイッチタップ ＝ 録音/再生

左スイッチ長押し ＝ One-shot recording

右スイッチタップ ＝ ループの停止
右スイッチ長押し ＝ アンドゥ/リドゥ

2つのスイッチを同時にタップ = 消去

Sampler モード
左スイッチタップ ＝ 録音

左スイッチ長押し ＝ モーメンタリー録音

右スイッチタップ ＝ トリガー / リトリガー

右スイッチ長押し ＝ ルーピングを有効 / 無効
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ルーパーペダルを使用したことがあるなら、 馴染みがある動作でしょう。 
一回タップすると録音が始まり、 もう一度タップするとループの終わりを
設定すると同時にループが再生されます。 ここからスイッチを更にタップ
すると、 再生と録音を切り替えるようになります。

とても便利な機能です！ One-shot recordingはAdditiveモード
時にmodifierやstabilityエフェクトをスムーズにループへ書き込むこと
ができます。 有効にするとループの終わりで自動的に録音が解除さ
れます。 正確にパンチイン ・ アウトをしなくても、 エフェクトをループ全体へし
っかり書き込むことができます。

アンドゥ / リドゥのサブメニューを呼び出すコマンドです。 右フットスイッチ上
のLEDが緑に点灯します。 このメニューが有効時は、 右スイッチタップで
レイヤーをアンドゥし、 左スイッチでリドゥします。 他のコマンドは無効になりま
す。 これはlayerノブで行える動作と全く同じで、 ノブでの動作を足で
も行えます。 アンドゥ / リドゥメニューを閉じるには、 再度右スイッチを長押
しすればOKです。

ループをすべて消去します。 特定の動作にすることで簡単にはトリガー
できないようにしています。 ですが2つをタップした瞬間に消去が実行さ
れるため、 注意してください！

Samplerモードでは録音は少し違った動作になります。 オーバーダブ
がありません。 左スイッチをタップするたび、 既存の古いループが瞬間
的にクリアされ、 新しいループが録音されます。 

フットスイッチが押されている間だけ録音が有効になります。 短いチャー
ミングなループの録音に最適です。 

サンプルの再生、 再度頭出しして再生します。

右スイッチ長押しで、 Samplerモードでのループ繰り返しを無効にし、 ワ
ンショットトリガーを可能にします。 右しスイッチ上のLEDが緑になり、 これ
が有効になったことを表します。

ループの音量を設定します。 12時でユニティボリューム、 大体2倍まで
ブーストができます。 rampingが有効になったとき（dipスイッチについて
の解説を参照ください）、 rampingの速度を決めるノブになります。
Volume設定は引き継がれるので、 再度設定するにはramping
を一度解除する必要があります。

Layers
録音したオーバダブしたレイヤーを行き来できるノブで、 ループのアンドゥ/
リドゥとして機能します。 左に回すとレイヤーを取り除き、 右に回すとレイ
ヤーを足していきます。 blooper は 8 レイヤーまでのアンドゥ/リドゥに対
応しているので、 ループのレコーディング時の失敗を治すときのほか、 ル
ープをどんどん展開させていくパフォーマンスにも便利です。
Layers ノブは使用してないときは無効になるため、 録音時に常に 
Layers ノブの位置を気にする必要はありません。 ですが最新のレイ
ヤーから以前のレイヤーに戻りそこから録音をしたときは、 それ以降のレ
イヤーは全てクリアされます。 modifierやstabilityでエディ ッ トして更に
ループへオーバーダブを重ねても、 いつでも最初に録音したレイ
ヤーに戻ることが出来ます。

Layer ノブは 8 階層までのアンドゥ/リドゥをコントロールしますが、 レイヤー
ごとに録音したループが独立しているということではありません。 タワー（
塔）のように考えると理解しやすいでしょう。  新しく録音したレイヤーは常
に前のレイヤーの上に積み重ねっていくイメージです。 
例えばレイヤー3 に戻ったら、 再生されているのはレイヤー1+2+3 にな
ります。

blooper はレコーディング中に以前の録音したレイヤーをフェードアウトさ
せることができ、 そのフェードアウトまでの時間を設定します。 左に回して
いくとレイヤーが早くフェードアウトします。 右に回しきるとループがフェードアウ
トせず常に繰り返されます。 Repeats は録音しているときのみ有効
なコントロールで、 ループが再生しているときはフェードアウトしません。 プレ
イし始めると様々な楽しい設定を見つけられるはずです。

A チャンネルの modifier（1,2,3）のパラメーターです。 blooper 側面
下の左側のスイッチで A チャンネルの modifier を有効にします。 パ 
ラメーターは選択した modifier により異なりますが、 12 時方向は常
に最も変化が少ない  「ニュートラルゾーン」  となっています。

ループにアナログ/ビンテージ感のあるキャラクターを追加します。 上げて
いくとピッチビブラート、 ワウフラッター、 ホワイトノイズ、 フィルターなどをループへ
適用していきます。 Additive モードでオーバーダブを重ねると、 録音す
る度にループが劣化し、 オープンリールレコーダーのようなフィーリングを楽
しめます。 左回しきりでバイパスされ、 クリーンなレコーディングができます。 
BLIP上でノイズ量を設定できます。 

B チャンネルで設定できるmodifier (4, 5, 6)をコントロールします。
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ｂlooperには2チャンネルのmodifierがと用意されており、 ペダル底のボタン
で有効にできます。 これらのボタンは通常のオンオフに加えて、 長押しでモーメ
ンタリー動作になり、 押している間だけ有効になります。 各チャンネルはトグルス
イッチで3つのmodifierから選択します。 ノブはmodifierの調整に使い、 選
択したmodifierによりパラメーターは異なりますが、 12時方向は共通して  「ニュ
ートラルゾーン」  となり変化が少ないポイントです。 blooperの出荷時は標準
のmodifierが収録されていますが、 BLIPにアクセスして自由にmodifierを
入れ替えることができます。

各modifierの詳細やプレイする上でのテクニックについては、 別資料の
modifierガイドを参照ください。

ループのプレイバック速度や再生方向をスムーズに可変させます。 テープマシ
ンの再生速度をそのまま弄るようなフィーリングになります。 最大で2倍速、 また
は完全にループを停止するまで速度を落とすこともできます。 12時から反時
計回しで、 リバースプレイバックとなります。

ループから小さな欠片を欠けさせ、 プレイさせないようにします。 これらのドロップ
は時にはスムースで僅か、 またあるときは激しくディープになります。 反時計回り
でドロップの生成がランダムになり、 時計回りではドロップの位置とフィーリングが
規則的なパターンになります。 ノブが最大値付近では、 グラニュラーに近い質
感になります。

ループの長さを短くするエフェクトです。 12時方向から時計回しで、 ループの頭
から段々短くしていきます。 反時計回りではループの終わりから短くなります。
Stepped Trimmerを使えば、 ループをリズミカルに圧縮したり、 素早く半分
にすることも可能になります。

Smooth Speedと同じ操作性を持ちますが、 より広いコントロールレンジとクオ
ンタイズされたインターバルを持ちます。 現在のループのキーを保ちながら再生
スピードを変化させ、 より音楽的なハーモニーを持続させられます。 ステップはオ
クターブと5度で区切られています。 ここでの最大値は、 2オクターブアップになり
ます。

ループをリアレンジし、 パターン化させることができます。 12時から反時計回りで
はランダム、 時計回りは繰り返されるシーケンスを作ります。  低いポジションで
は偶発的なジャンプになり、 高いレベルではすべてがチョッピングされます。

もっとも実用的かつシンプルなエフェクトです。 レゾナンス無しのフィルターで、 サウ
ンドをシェイピングできます。 12時から時計回りでハイパスフィルターが低域を取り
除き、 反時計回りでローパスフィルターが高域をマイルドにします。

インタラクティブな3ポジションのmodifierで、 様々な方法でループに静寂を発
生させます。 12時方向から各方向へノブをスウィープすると、 エンベロープを検
知してループをミュートさせることができます。 つまりプレイを重ねると、 ループがミュート
されるわけです。

反時計周りで瞬間的なミュートエフェクトのスレッショルドを、 時計回りでミュートさ
れるまでのフェードアウトを設定できます。 ノブは12時方向のときは、 オーバーダブ
が有効の際ループがすぐにミュートされる設定です。 Additiveモードでは、 ミュー
トエフェクトで現在のループと実際のプレイを入れ替えるように作用します。 

STOP. YOUR. LOOP. 12時から時計回りでループのボリュームがフェードアウト
する設定、 反時計回りでは溶けるようなテープストップエフェクトになります。 
modifierがオンになると同時にエフェクトは有効になり、 modifierがオフにな
るまでループはストップしたままになります。

再生速度に影響を与えず、 ループをピッチシフトします。 12時から時計回りで
ピッチが上がり、 反時計回りで下がります。 それぞれの方向に3オクターブまで
可変できます。  注: Pitcherはヘヴィな処理を行うため、 他のmodifierを同
時には使えません。

ループのピッチを変えずに再生速度を変化させます。 時計回りで速度が速
くなり、 反時計回りでは遅くなります。 注: Strecherはヘヴィな処理を行うため、 
他のmodifierを同時には使えません。

ループ内に更にループを発生させ、 特定の瞬間を繰り返します。 反時計回
りでは今プレイされたループにスタッターを作り、 時計回りはこれから再生される
ループに発生させます。 パフォーマンスとしてや、 長いループの特定の瞬間にフ
ォーカルするのにも最適です。 

いくつかのmodifierはSmoothとStepped、 2つの種類が用意されていま
す。 Steppedバージョンは音楽的なインターバルでノブが区切られており、 例え
ば特定のピッチに素早く合わせるのもできます。 Smoothは段階的な可変
でなく、 液体のような滑らかな変化を持っています。
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blooperは16までのループを保存、 リコールができます。 保存したループにはレイヤー情報も含まれます。 フットスイッチで中央のトグルスイッチはblooperのル
ープ保存と呼び出しを制御します。 

ループスロットをスクロールし、 保存（上書き）または読み込む先を選択します。 オーディオによるプレビュー、 または側面のアーケードボタンの点滅が、 スロットの
ナビゲートを助けます。

オーディオプレビューは、 各ループの短い一部分を再生します。 右フットスイッチでスロットを先にスクロールし、 左フットスイッチでスロットを後ろへスクロールします。 
保存先、 またはロードしたいループが選択できたら、 トグルスイッチを右へ変更して設定します。

スロットを選択しスイッチを右へ変更したら、 左フットスイッチ長押しで保存、 右フットスイッチ長押しでロードします。 アーケードボタンは保存中は赤、 ロード中は
青く光ります。 目的が完了したらフットスイッチを中央のポジションへ戻します。 

blooperのdipスイッチは、 Ramping / Expressinと本体機能のカスタマイズに使われます。
最初にプレイする際はすべてをオフにして、 その後必要な機能に応じてオンにしていくとうまくいきます。

ramping の dip スイッチ （Layers, Repeats, Stability, Mod A, Mod B） で、   「ノブのモジュレーション」  、  ま
たは  「エクスプレッション ・ ペダル/CV での操作」  を blooper のノブに割り当てることができます。 単独でも、 複
数同時に割り当てもできます。
ramping を有効にするには、 コントロールしたいパラメーターに対応する dip スイッチをオンにします。
エクスプレッション ・ ペダルや CV を使用したいならその後 EXP/CV ジャックへ接続すれば OK です。 ジャックに
なにも接続がない場合、 パラメーターは自動的にrampingへ割り当てられます。 
Sweep や Polality スイッチを使えば ramping を更にカスタマイズできます。

Ramping (ペダル単体でノブをモジュレートする）
EXP/CV ジャックにエクスプレッション ・ ペダルや CV を接続せず、 ramping の dip スイッチをオンにすると 
blooper 内部のモジュレーションで ramping が有効になります。 このとき Volume ノブが Ramp ノブとして機能
するようになり、  ramping の速度を決定します。
ramping には  「ramp and hold」  と  「bounce」  の 2 つの方式があります。
・ ramp and hold： 回し切りからノブで設定した値までパラメーターが変化し、 その値で止まります。
・・ bounce： 回し切りからノブで設定した値の間をパラメーターが上下します。 有効にするには bounce
スイッチをオンにします。

ramping の範囲を設定します。 Top（T）ではノブ右回しきりから設定位置まで、 Bottom（B)では
左回しきりから設定位置までパラメーターが可変します。

Polarity
ramping の動き方を設定します。 fall はノブで設定した値に向かってモジュレートし、 rise はノブの値
から回しきりへモジュレートします。

ramping の範囲を更に狭めて、 微調整を行うことで一般的なモジュレーションに近い動きを再現します。

rampingをランダマイズし、 不規則にモジュレーションするようになります。

rampingのモジュレーション速度をループの長さへ同期させます。 ループの長さとモジュレーション速度をシンクさせることで、 ループトラックにマッチするrampingエフェク
トを実現します。
Syncスイッチがオンのとき、  Rampノブはループトラックへシンクするrampingのモジュレーション速度のサブディビジョン / マルチプライヤとして機能します。

ルーパーペダルはパーソナルなペダルです。 以下のdipスイッチでblooperの機能をカスタマイズすることができます。 

ドライ信号の出力を無効にし、 blooperからのシグナルのみを出力します。
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CVはblooperのシンクまたはモジュレーションへ適用することができます。 デフォルトではCVはモジュレーションに割り当てられています（エクスプレッションペダルと同様
の動きです）。  
CV Clock スイッチをオンにすると、CV ジャックからシンクのための CV クロックを読み取るようになります。 ●フットスイッチを押して blooper を待機状態（LED は点
灯しません）にし、 CV パルスが入力されると録音がスタートします。 再度●フットスイッチを押し、CV パルスが入力されると録音がストップしループがプレイバックされま
す。 以降は CV パルスが入力されるたびにループのプレイバックを頭に戻すトリガーになります。 更にループを重ねるには、 ●フットスイッチを押して録音待機状態
にしたあとまたCV パルスを入力して録音をスタートさせます。
CVジャックへ接続がないときは、 blooperは通常通り動作します。 

最初のループを録音するときの動作を変更します。
Playでは、 最初のループ録音後に●スイッチを押すとループの長さが決定され、 すぐに録音したループが再生されます。
Dubでは録音後に再生されず、 すぐに2つ目のレイヤーの録音が始まります。 ループの切れ目を作らずスムーズに繋がるため、 アンビエントなサウンドにも最適で
す。 以降のレイヤーは通常通り録音と再生をが交互に切り替わります。 

modifiers A, Bのバンクを切り替えます。 デフォルトではBank Bにはなにも登録されていません。 BLIPインターフェースにアクセスすることで、 お気に入りのmodifiers
を登録したり、 順番を入れ替えたりが可能です。

Additiveモードで録音を重ねると、 同じエフェクトが倍増していきループが手に負えないほど崩壊してしまうリスクがあります。 ループの速度が異常に速くなったり、 歪
んでしまうこともあります。  これをどうコントロールするかは貴方に委ねられているので、 あえてこれを利用するのも貴方次第です。  これを避けるためには、 Normalモ
ードでプレイするのが一つの方法です。  録音モードを切り替えてもループは保たれるため、  Additiveモードで基本となるループをいくつか重ねたら、 Normal モー
ドに切り替えるのも良いでしょう。 常にmodifierの状態には気をつけるようにしてください。

録音モードを切り替えても、 ループはそのまま継続されます。  例えばAdditiveモードでエフェクトを録音しベースのレイヤーをトランスフォームさせたら、 Normalモードへ
切り替えてより制御しやすいオーバーダブを行うこともできます。 複雑に入り組んだマルチレイヤーのループを制作して、 Sampleモードに切り替えればマニュアルでトリ
ガーすることも可能です。

録音中に、 ループがフェードアウトしていくことに気づくと思います。 これは間違いではなく、 Repeatsノブの設定によるものです。 スタンダードなルーパーのような動作を
求めるなら、 Repeatsは最大にしましょう。

LEDはblooperの様々な状態をわかりやすく示すようにデザインされています。 それらを全て説明するのは退屈なためここでは記載しませんが、 blooperをプレイ
していくほどに馴染んでいけるはずです。 

blooperのAdditiveモードはありとあらゆる奇妙なマテリアルをループに取り込むことができますが、 ループの長さは最初に固定されます。 最初に決めた長さから
変わることはありません。 そのため、例えばオーバーダブでループ速度を変更すると、 ループの一部が欠けてしまうことがあります。  最初はなれないと思いますが、 プ
レイしていくうちに理解が進むはずです。 またblooperの公式ページにも詳しい解説が載っています。

消費電力 150mA。 スタンダードな 2.1mm 9VDC センターマイナスのパワーサプライで動作します。 200mA 以上のパワーサプライを推奨します。 標準的な 
100mA のパワーサプライでは動作に異常が発生する場合があります。

電源について

このマニュアル中のコンセプトのいくつかは、ビデオで紹介したほうがわかりやすいでしょう。 blooper にはたくさんのビデオマニュアルとチュートリアルが用意されているの
で、以下のページをチェックしてみて下さい。
youtube.com/ChaseBlissAudio.
ご意見、 ご感想はいつでも歓迎します！質問もなんなりとお寄せ下さい。
chaseblissaudio.com/contact.
または国内代理店 HP まで。

Thank you so much for purchasing this product and ENJOY!





MIDIフットコントローラーはblooperの各機能をコントロールする、 カスタム
フットスイッチとして使用できます。 DAWでオートメーションを書いたり、 タイトに
シンクするループのため外部クロックを使うこともできます。
blooperの1/4 TRS MIDIジャックに5pin MIDI端子を接続するには、 
MIDIBOXが必要になります。 詳細はMIDIマニュアルを参照ください。

ｂlooperのどんな（全ての）ノブも、 外部のエ
クスプレッションペダルで操作ができます。  ペ
ダルではより滑らかなパラメターコントロールを
可能にします。

外部フットスイッチを接続すると、 blooperの●
フットスイッチとして使用することができます。 
blooperをテーブルトップで使用し、 録音/スタ
ートは足でコントロールしたいときに便利です。
ノーマリーオープンのフットスイッチを接続すれば、 
自動的にコントロールが変わります。

左のdipスイッチはCVまたはエクスプレッションペダルでコントロール
するパラメーターの選択に使います。 複数のパラメーターを同時に
操作へ割り当てることも可能で、 dipスイッチをオンにするだけでOK
です。 （EXP/CVになにも接続がないときは、 自動的にramping
へ割り当てられます。 ）
Sweepスイッチはコントロールするレンジ、 Polarityは操作方向を
設定します。 
EXP / CVへ何かを接続しつつ、 dipスイッチでなにも割り当てない
ときはVolumeが操作に割り当てられます。

CV （コントロールボルテージ）はblooperのノブのオートメーション、 ま
たはシンク先のクロックソースとして使用できます。  CV Clockのdip
スイッチで、 どの状態がアクティブになるか選択します。

connectivity

MIDI

CV

Expression

エクスプレッション / CVの設定

Ext. Switch

blooperに4種類の外部機器への接続オプションがあり、 コントロールを拡張することができます。 


