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最も音楽的で、クリエイティブなルーピングデバイス
Chase Bliss Audio blooper をご購入いただきありがとうございます。blooper は既存のルーパーペダルの
枠を超えて無限の可能性を探求できる、全く新しいループデバイスです。貴方が blooper でレコーディン
グするものは、ほんの始まりに過ぎません。
blooper はかつて無いほどパワフルでクリエイティブなツールですが、最初は操作が複雑に感じるかもし
れません。まずはクイックスタートを見て、基本的なプレイ方法を試してみましょう。このマニュアルは
ルーパーとしてスタンダードな使用方法から、トーンの世界を冒険する新しいコントロールまで網羅して
いています。理解を深めたそのとき、blooper は貴方の最高の相棒になるでしょう！

MODES
blooper には 3 つのループモードがあります。ペダル中段、3 つの内中央のトグルスイッチでループモー
ドを選択します。

Normal (NORM)
標準的な「ルーパーペダル」として動作するモードです。後述する Additive モードとは、modifiers や
stability の挙動に違いがあります。Normal モードでは modifiers や stability は「ループのあと」に配置
された、外部のエフェクトのように作用します（ドライ音には作用しません）。ループにエフェクトを掛
けてエディットは可能ですが、エフェクト自体はループに書き込まれないモードです。ループを崩壊させ
ずにオーバーダブをすることができます。

Additive (ADD)
blooper の楽しさが詰まったモードです。Normal モードと違い、modifier や stability がループへ書き込
まれていきます。エフェクトを掛けたループをベースにしてオーバーダブを重ねていくことが出来ます。
blooper から聴こえているサウンド全てが録音されるモードと考えても良いでしょう。

Sampler (SAMP)
blooper をサンプラーのように使用できるモードです。録音したループを自分でトリガーできる他、ルー
プさせることもできます。■フットスイッチで録音したサンプルをトリガーします。Sampler モードでは
オーバーダブは出来ず、常にループは上書きされるため、スタッター（音飛び）のようなプレイや短くエ
フェクティブなループパフォーマンスに最適です。
初期設定ではサンプル再生は繰り返されるように設定されています。■フットスイッチを長押しすると、
サンプルの再生繰り返しを無効にし、■フットスイッチでワンショットだけサンプルをトリガーするよう
になります。他のモードと同様、stability や modifier でサンプルを自在にエディットができます。

COMMANDS
ADDITIVE / NORMAL モード
●フットスイッチ
・タップ：録音/再生
他のループペダルを使用したことがあるなら、このスイッチはすぐに理解できるでしょう。スイッチを押
すと録音が始まり、もう一度押すと録音が終わりループの長さが設定されます。同時に録音したループの
再生が開始されます。スイッチを押すたびに「録音」と「再生」を切り替えます。
・長押し：One-Shot Recording を有効
One Shot Recording 時は設定したループの長さに合わせて録音が自動でストップします。ループの終わ
りに合わせて正確にスイッチを押す必要がないため、Additive モード時に stability や modifier を適用し
たレイヤーをそのまま次のレイヤーとして追加するときに特に便利です。

■フットスイッチ
・タップ：停止/停止
ループの再生を停止します。停止した状態からもう一度再生するには、●スイッチを押します。
・長押し：Undo / Redo メニューの呼び出し、終了
Undo / Redo メニューを呼び出すと■スイッチ上の LED が緑に点灯します。メニューに入った状態で■
スイッチを押すとループをアンドゥ（一つ前の録音に戻る）し、●スイッチでループをリドゥ（一つあと
の録音に戻る）します。これは後述する Layers ノブと同じ動作なので、レイヤーの行き来をノブまたはフ
ットスイッチでコントロール可能です。blooper は 8 レイヤーまでのループのアンドゥ/リドゥができます。
再度■スイッチを長押すると Undo / Redo メニューを終了します。■スイッチ上の LED 点灯が消え、Undo
/ Redo メニューを終了したことを表します。
●■フットスイッチ
・同時押し：削除
ループとレイヤーを全て削除します。同時に押した瞬間に全て削除されるため、実行時は注意して下さい！

SAMPLER モード
●フットスイッチ
・タップ：録音/サンプルの再生
Normal / Additive モード時と違い、Sampler モードではオーバーダブはできません。●スイッチを押す
たび以前の録音がクリアされ新しいループが録音されます。
・長押し：モーメンタリーレコーディング
フットスイッチを押してる間だけサンプルのレコーディングを有効にします。

■フットスイッチ

・タップ：サンプルのトリガー/リトリガー
録音したサンプルのトリガーとリトリガーができます。
・長押し：サンプル繰り返しのオンオフ
Sampler モード時のサンプル再生の繰り返しを切り替えます。繰り返しをオフにするとスイッチ上の LED
が赤になり、スイッチを押してトリガーしないとサンプルが再生されなくなります。再度長押しすると LED
が緑になり、サンプルの繰り返しが有効になります。SLIP モードは調整可能なプレイバックヘッドを備え
たバッファーです。半分の速度から 2 倍速、さらに再生方向を逆回転方向にも調整できます。TIME はバ
ッファーの長さをセットします。短いサンプルだと効果の速いグラニュラーエフェクト、長いサンプルだ
と全体のフレーズ全てをキャプチャーしディレイのように全体を反転させます。MODIFY はバッファーさ
れたサウンドの再生スピードと再生方向を調整できます。

CONTROLS
Volume (ramp)
ループの音量を調整します。12 時で録音時と同じ音量になり、最大で 2 倍近くのブーストになります。レ
イヤーごとの音量ではなく常にループ全体の音量を調整します。
ペダル背面の dip スイッチで ramping を有効にすると、5 つのパラメーター（Layers, Repeats, Mod A,
Mod B, Stability)の ramp and hold の速度、またはモジュレーション速度（Bounce 有効時）を設定する
ノブになります。速度を設定するパラメーターは一つ、または複数組み合わせも可能です。ramping の速
度はノブの設定のほか、ループの長さへシンクもできます。その場合は背面の dip スイッチで Sync をオ
ンにします。

Layers

録音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。blooper が記録できるレイヤーは 8 個までで、それ以降は古いレイヤーか
らクリアされます。
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。レイヤーはタワー（塔）のように考えると理解しやすいでしょう。
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。

Repeats
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
つけることができるでしょう。

MOD A
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。

Stability

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。左に回し切りで無効になり、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 モードで使用す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。

MOD B
B チャンネルの modifier（4,5,6）のパラメーターです。blooper 側面下の右側のスイッチで B チャンネ
ルの modifier を有効にします。

MODIFIERS

1. Smooth Speed
ループの再生速度と方向を設定できます。テープマシンの再生速度変更のようなエフェクトです。12 時方
向でテープが止まり、右へ回すと順再生、左だと逆再生になります。どちらも最大で 2 倍速になります。

2. Dropper
ループの一部を「取り除く」エフェクトです。ドロップアウトは僅かで滑らかなときもあれば、激しく急
激なこともあり、modifier のボタンを押すたびにランダムに決定されます。左に回すと取り除くパターン
がランダムになり、右に回すと規則的に取り除かれるようになります。最大値付近ではグラニュラーエフ
ェクトのようになります。

3. Trimmer
ループを短くします。右に回すとループの最初から短くし、左に回すとループの終わりから短くしていき
ます。

4. Stepped Speed
Smooth Speed と同じ動作ですが、ループのピッチがオクターブと 5 度でクオンタイズして変化するよう
になっています。ループのキーを保ったまま速度を変化させるので、ループを音楽的に展開させることが
できます。最大値では 2 オクターブアップになります。

5. Scrambler
ループをパターン状に分解し順番を入替えます。左に回すとランダム、右に回すと規則的な繰り返しのシ
ーケンスになります。最小値だと音飛びのようになり、最大値では全てが細かく切り刻まれます。

6. Filter
最もシンプルで実用的なエフェクトと言えるでしょう！ループにフィルターを適用させ質感を調整できま
す。12 時方向と中心に、右方向では低域を取り除くハイパスフィルター、左は高域をメロウな響きにする
ローパスフィルターです。

SAVING
blooper はレイヤー設定を含む 16 までのループを保存しておくことが出来ます。ペダルのフットスイッチ
に挟まれた中央のトグルスイッチは、ループの保存と呼び出しに使用します。

・トグルスイッチ左：保存したループのプレビュー
トグルスイッチを左にすると、保存したループのプレビューを行います。■/●フットスイッチで保存した
ループをナビゲートします。選んだループの一部が再生され、modifier ボタンが点滅します。
呼び出したいループ、保存したいスロット、または上書きしたいループを選んだら、トグルスイッチを右
にします。
・トグルスイッチ右：ループの呼び出し、保存
トグルスイッチを右の状態で、●スイッチを長押しすると保存、■スイッチを長押しでループの呼び出し
をします。保存中は modifier ボタンが赤、呼び出し中は青く点灯します。保存または呼び出しが終わった
ら、トグルスイッチを中央に戻します。

TIPS
・Additive terror
Additive モードは常にループへエフェクトが書き込まれていくので、同じエフェクトを何度も重ねていく
ことループが手に負えないほど崩壊していく可能性があります。ループの速度が異常に早くなったり、歪
んでしまうことを避けるには、常に modifier の状態を気を配るか、Normal モードを使用すると良いでし
ょう。
・Mode Switching
ループを録音したあとでも、ループを保ったままモードを切り替えられます。Additive モードでベースと
なるレイヤーに modifier でエディットを加えたら、Normal モードに切り替えてより制御しやすくループ
を重ねていくこともできます。その後 Sampler モードに切り替えれば、録音した複雑なループをワンショ
ットでトリガーさせることも可能です！

・Mind the repeats
blooper を使用していると、録音時にループがフェードアウトしていくことに気付くでしょう。これは間
違いでなく、Repeats ノブで設定ができます。Repeats ノブを最大にしておくと、標準的なルーパーペダ
ルのような動作になり録音時でもループがフェードアウトせず繰り返しになります。
・LEDs are your friends
blooper の LED は様々な状態を表示する有用なデバイスとしてデザインしています。プレイするうちに
LED が表すインフォメーションが理解できることでしょう！

DIP スイッチ
blooper の dip スイッチは、「ramping/expression」と「customization」の 2 種類に分けられます。

RAMPING / EXPRESSION
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。
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。

ペダル単体でノブをモジュレート(ramping)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。

Sweep
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。

Wiggle
ramping の範囲を更に狭めて、一般的なモジュレーションに近い動きを再現します。

Random
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。

Sync
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
がシンクす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。

CUSTOMIZATION
以下の dip スイッチで blooper の動作をカスタムできます。

Dry Kill
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。

CV Clock
blooper は CV（コントロールボルテージ）を受け取ることができ、シンクとモジュレーションへ適用させ
られます。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
と同様の働きです）。
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 ジャックになにも接続されていないときは、blooper は通常通り動作します。

Play / Dub
最初のループを録音するときの動作を変更します。
Play の位置では、最初のループの録音後に●スイッチを押すと（ループの長さを決める）すぐに録音した
ループが再生されます。
Dub の位置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
ずスムーズにつながるため、アンビエントなサウンドに最適です。以降のレイヤーは通常通り録音と再生
が交互に切り替わります。

Bank A / B
今後の modifiers のアップデートに合わせて使用されます。

CONNECTIONS
MIDI / EXT●
1/4" TRS ジャックです。Chase Bliss Audio の Midibox を使用して blooper を MIDI で制御ができます。
詳細は後述の「MIDI マニュアル」を参照下さい。
ノーマリーオープンのモーメンタリーフットスイッチを接続すると、●スイッチの代わりとして動作しま
す。blooper をテーブルトップに置きつつ、録音と再生を足でコントロールするときなどに有用です。

CV / EXP
Layers, Repeats, Stability, Mod A, Mod B の dip スイッチは、ramping またはエクスプレッションペダ
ル/CV でのコントロールへの割り当てに使用します。dip スイッチを有効にして CV / EXP ジャックに何も
接続がなければ ramping へ、エクスプレッション・ペダルか CV が接続すればそれに自動的に対応します。
dip スイッチでなにもパラメーターを割り当てなければ、Volume ノブがエクスプレッション・ペダル/CV
でのコントロールに対応します。
エクスプレッション・ペダルと CV でのパラメーターのコントロール幅は、ノブの値と Sweep スイッチの
設定で調整されます。コントロール幅はノブを回し切りの状態からノブで設定した値までの間となります。
複数のパラメーターを同時に一つのエクスプレッション・ペダルでコントロールしつつ、それぞれの調整
幅はノブの値で微調整が可能です。

USB Port

blooper は機能や modifier の追加、バグフィックスなどを USB ケーブルを使ったファームウェアアップ
デートで行います。アップデートの詳細、バージョン情報については国内代理店 HP を参照下さい。

電源について
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。

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 について
blooper はパラメーターを MIDI の Control Change（CC）メッセージでコントロールができます。ルー
プの保存と呼び出しは Program Change(PC)メッセージで操作します。
別売りの Chase Bliss Audio 専用の MIDI スイッチャー"Faves"を使用すると、7 個までのループをフット
スイッチで呼び出せるようになります。Faves に同梱されている TRS ケーブルで blooper の MIDI ジャッ
クに接続すれば OK です。
・blooper を MIDI でコントロールする
blooper を MIDI でコントロールするには、別売りの Chase Bliss Audio "Midibox"またはそれに対応する
機器が必要です。
1. 使用する MIDI コントローラーと Midibox を接続します。その後 Midibox のリングアクティブのポー
トと、blooper の MIDI ジャックを標準的な 1/4" TRS ケーブルで接続します。
2. blooper の MIDI チャンネルはデフォルトで 2 に設定されています。MIDI チャンネルを設定するには、
blooper の 2 つのフットスイッチを同時に押しながら、blooper の電源を入れます。blooper は MIDI チャ
ンネルの変更待機状態になり、Program Change メッセージを使用したい MIDI チャンネルで送ると、
blooper の MIDI チャンネルが変更されます。
・Zero-Based プログラムチェンジ
blooper の MIDI メッセージは常に 0 からカウントされます。例として、1-16 のループを呼び出すには
0-15 のプログラムチェンジメッセージを使用します。
・ループバンクとスロット
ループを保存できるのは 8 スロットｘ2 バンクの計 16 個です。
今どのスロット/バンクを選択しているかは、modifier ボタンの LED で判断できます。バンク 1 は青、バ
ンク 2 は赤 LED で表示されます。その後 LED の点滅回数でどのスロットかを表示します。
例：青 LED が 3 回点滅→バンク 1、スロット 4 赤 LED が 3 回点滅→バンク 2、スロット 2

・MIDI でループのプリセットを呼び出す
blooper のは MIDI メッセージを 0 からカウントするので、ループプリセット 1-16 はプログラムチェンジ
0-15 で呼び出されます。プログラムチェンジメッセージを blooper に送信すると、対応するループがロー
ドされます。
例：プログラムチェンジメッセージ 0→ループ 1 を呼び出し

コントロールチェンジメッセージ

パラメーター

CC#

説明

録音スタート

1

再生スタート

2

オーバーダブ

3

ストップ

4

アンドゥ

5

リドゥ

6

ループの削除

7

■スイッチのホールド

8

マルチコントロール

11

VOLUME

14

LAYERS

15

REPEATS

16

0を送信すると、ノブを左に回しきるのと同じになり、

MOD A

17

127を送信すると完全に右に回しきりになります。

STABILITY

18

中間の値は全てノブの中間の位置に対応します。

MOD B

19

RAMP

20

MOD Aスイッチ

21

モード変更スイッチ

22

MOD Bスイッチ

23

プレビュー/保存/呼び出しスイッチ

24

MOD Aオンオフ

30

MOD Bオンオフ

31

MIDI Clock Igonore

51

0でMIDIクロックを無視、>0でMIDIクロックを受信

rampingのオンオフ

52

0でrampingをオフ、>0でrampingをオン

NOTEディビジョン

54

エクスプレッションペダル

100

0でオフ、>0でオン

1:録音 2:再生 3:オーバーダブ 4:ストップ 5:アンドゥ 6:リ
ドゥ 7:ループ削除

1:左

2:中央

3:右

0でオフ、>0でオン

0：全音符 1:半音符 3:4分音符 4:8分音符 5:三連符 6:16分音
符 7:32分音符
0-127 (0で左回し切り、127で右回し切り）

