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温泉は好きですか︖ 

Thermae（テルマエ）は全く新しいアプローチで創られたアナログ・ディレイ/ハーモナイザーです。伝

説的な MN3005 BBD 素⼦のリイシューバージョンチップを 4 つ使⽤し、アナログ信号をデジタルでコン

トロールするペダルです。アナログのディレイ信号をデジタル制御することによりディレイの残響を⾳楽

的なアプローチで操作をすることが可能、ハーモナイズから狂気的なトーンまで様々な⾳⾊を出⼒します。

これらの残響は⾃動でシーケンスさせることも、より制御しやすいように任意のタイミングでトリガーさ

せることもできます。また Thermae はこれまでにないアナログのモジュレーションの設定を備えた、よ

りスタンダードなアナログディレイとしても使⽤できます。全てのノブとスイッチは⼩さなデジタルブレ

インに接続されていますが、⼊⼒シグナルはデジタル処理されず 100%アナログのまま出⼒されます。 

 

MIX (RAMP) 

シンプルに⾔えば、これは魔法のノブです。ramp 機能にどの dip スイッチもアサインされていないとき、

このノブはドライ信号とディレイリピート⾳のミックスを調節します。右に回し切ると 100%ウェット信

号、ディレイ⾳のみが出⼒されます。このときシグナルは少しだけブーストされます。左に回し切ると

100%ドライ信号のみを出⼒します。ramp 機能を使うと、デジタルコントロールにより他の 5 つのパラ

メーター（mix, rate, time, regen, depth）を個別に、または同時にこのノブ⼀つで操作できるようにな

ります。モジュレートやランプ・アンド・ホールドを後ろにある dip スイッチで設定することで、パラメ

ーターが変わる幅や変わる⽅向を決めることができます。このとき、このノブは設定したパラメーターが

最⼤または最⼩になるまでの時間（ramp time）を設定します。 

 

LPF 

ディレイ信号とわずかに共振するローパスフィルター（LPF）です。右に回すとよりブライトで、ノイジー

なリピート⾳になります。左に回すと⾼域をフィルターし、ディレイトーンをより太くウォームなものに

します。左に回しきるとフィルターが全て閉じてディレイ⾳が出⼒されません。また⼀部のポイントでは

REGEN の設定に関わらずディレイが発振します。これを利⽤して、REGEN を低く設定した状態でもリピ

ートを多くしたり⾃⼰発振のしやすさも調節することができます。 

 



REGEN 

ディレイのリピートの回数を調整します。うまく設定すれば永遠に続くかのような無限の残響から、狂気

的なセルフオシレーションまで⾃在に操ることができます。ディレイ⾳が重なっていくと美しく崩壊して

いくテープサチュレートエコーのようなトーンを出⼒します。 

 

GLIDE 

ディレイ⾳のピッチが別のインターバルへ移るときの、つまりピッチシフトするときのシフトの仕⽅を調

整します。左に回しきるとピッチがほぼ瞬間的にシフトします。ノブを右に回していくと、ピッチシフト

するまでに段々時間がかかるようになります。完全に右に回しきるとピッチシフトするまでの時間が⾜り

なくなり、グニャリとゆがんだピッチベンドのようなトーンになります。常に新しい⽬的地を探し歩き回

る⽼齢の男性のように、決して本来の⽬的地に辿り着くことはありません。 

 

INT 1 (SPEED) 

Modulation の dip スイッチが無効のとき、このノブでシーケンスやステップモード時の最初のディレイの

インターバルタイムを設定します。Modulation dip スイッチが有効のとき、このノブでピッチシフトする

ディレイ⾳に掛かる LFO(low frequency oscillator)のスピードを設定します。右回しで速く、左回して遅

いモジュレーションになります。 

 

INT 2 (DEPTH) 

Modulation の dip スイッチが無効のとき、このノブでシーケンスやステップモード時の 2 つ⽬ののディレ

イのインターバルタイムを設定します。ステップモードで 2 つのインターバルだけを⾏き来したい場合は、

このノブを Off の位置に設定します。Modulation dip スイッチが有効のとき、ディレイのリピート⾳に掛

かるピッチモジュレーションの深さを設定します。 



３つのトグルスイッチについて 

まずはじめに、2 つの INT ノブを両⽅ off ポジションに設定すると、Thermae はピッチシフトが起こらな

いノーマルなディレイとして使⽤することができます。このとき左のトグルスイッチはタップテンポのサ

ブディビジョンを 4 分、付点 8 分、8 分⾳符で切り替えるスイッチになります。 

INT1 と INT2 の⽚⽅、または両⽅を off 以外のポジションに設定するとマジックが起きます。 

例えばディレイ・タイムのテンポを 1 秒（1000ms)で⼊⼒し、3 つ全てのトグルスイッチを 4 分⾳符に設

定してみましょう。この設定のとき、全てのベースタイムは 1000ms が基本となります。INT1 を+1 オ

クターブ、INT2 も+1 オクターブに設定してみましょう。最初の 1000ms（最初の 4 分⾳符）の間はディ

レイタイムが 1000ms になります。次の 1000ms（2 つ⽬の 4 分⾳符）ではディレイ⾳が 1 オクターブ

上がり、ディレイタイムは半分の 500ms になります。インターバルは 1000ms で設定されているので、

リピート⾳が 2 回（とピッチシフト）が出⼒されます。更に次の 1000ms ではディレイ⾳が更に+1 オク

ターブ上がり、ディレイタイムは更に半分の 250ms、リピート⾳は 4 回（とピッチシフト）が出⼒されま

す。その後オリジナルの 1000ms に戻り、シーケンスが始まります。 

理解するのに難しいと思ってもご安⼼を。Youtube にあがっている knobs の説明デモ・ビデオでより簡単

に理解できると思います。 

忙しい⼈向け︓このマニュアルは全く無意味。knobs のビデオを観てね︕ 

 

 

 

SLOWDOWN MODE 

上で説明したようにペダルがシーケンスし始めたら、シーケンスを半分の速度へ変えることもできます。

両⽅のフットスイッチを 3 秒間⻑押しすると LED が緑⾊になり、スローダウンモードになります。この設

定はプリセットに保存することもできます。 

 



MODULATION トグルスイッチ 

Modulation dip スイッチが有効なとき、真ん中と右の 2 つのトグルスイッチで 9 タイプのモジュレーショ

ンを切り替えることができます。右側のトグルスイッチはリピート⾳のピッチモジュレーションの波形を

選択します。左が triangle(三⾓波）、真ん中が sine（正弦波）、右が square（矩形波）です。なにも変

なコントロールはありません。 

真ん中のトグルスイッチはモジュレーションをスムース/ランダム/グリッチの 3 モードで切り替えます。

右側のトグルスイッチで選んだ波形を完全に再現するには、スムースモードを選びます。興味深いトーン

になるのが、真ん中のランダムと右のグリッチモードです。右側のトグルスイッチで選択した波形をラン

ダム/グリッチに揺らすことができます。このとき depth ノブでどれくらいランダム/グリッチになるかを

調整することができます。⼀番はいろいろな設定を試してみることです︕とっても楽しいですよ。 

 

BYPASS 

このスイッチでペダルのオンオフを切り替えます。ペダルの背⾯の dip スイッチでモーメンタリーバイパ

ス（スイッチを押している間だけエフェクトをオン）に設定することも出来ます。 

また dip スイッチでリレーを使ったトゥルーバイパスと、トレイルを残すバッファードバイパスも切り替

えられます。トゥルーバイパス設定ではオフにしたとき残響がカットされ、バッファードバイパスのとき

はペダルをオフにしたとき残響が⾃然に残ります。 

 

TAP / HOLD 

このスイッチをタップしてディレイのテンポを設定できます。タップテンポは最後に 2 回⼊⼒されたテン

ポに追従します。このスイッチを⻑押しすると、ペダルは”runaway mode"となり、セルフオシレートし

ます。ちょうど REGEN ノブを最⼤あたりに設定したときと同じ効果になります。 

step の dip スイッチが有効なとき、このスイッチを⼀度踏むと次のインターバルのシーケンスがトリガー

されます。この step モード時にベースのテンポを変えたいときは、2 つのフットスイッチを同時に 3 秒⻑



押してテンポ LED を緑⾊にします。この状態で新しくタップテンポを⼊⼒します。再度両⽅のフットスイ

ッチを同時に 3 秒⻑押しすると、step モードに戻ります。 

下のトグルスイッチ（プリセットスイッチ） 

⼀番下にあるスイッチはプリセットの呼び出しに使⽤します。右側のポジションでプリセット#1、左側で

プリセット#2 を呼び出します。真ん中のポジションは常に現在のノブ、トグルスイッチ、dip スイッチの

設定を呼び出します。トグルスイッチ右側のポジションに現在の設定をプリセットとして保存するには、

まず右側のフットスイッチ（bypass)を 3 秒⻑押しし、そのまま bypass を押しながら tap/hold のスイッ

チも同時に 3 秒押します。LED が点滅し、設定がプリセットに保存されます。トグルスイッチ左側のポジ

ションにプリセットを保存したい場合は、左のフットスイッチの⻑押しから始めて同じ動作をします。プ

リセットを呼び出している状態でノブを動かしたりして設定を変更すると、プリセットスイッチ上の LED

が暗くなります。これは元々のプリセット設定から何かが変更になったことを表します。この変更をプリ

セットに反映したい場合は、再度設定をプリセットに保存する必要があります。

IN / OUT 

1/4”モノインプットジャックです。 

EXP / CV 

エクスプレッションペダルを接続する 1/4" TRS ジャックです。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は、背⾯の dip スイッチで選択できます。tip はワイパーに接続して下さい。弊社では

Roland EV-5にて動作確認をしています。スタンダードなエクスプレッションペダルがご利⽤いただけま

すが、ご不明点があればお問い合わせ下さい。

0-5 の CV（コントロールボルテージ）を受けることも出来ます。その場合リングがフローティングされる

ようにして下さい。



TAP / MIDI 

外部タップテンポスイッチを繋ぐことができます。また、タップテンポの信号を出⼒することもできます。 

Chase Bliss MIDIBOX を使⽤すると、MIDI クロックでペダルをコントロールすることが出来ます。MIDI

については巻末の項⽬を御覧ください。 

電源について 

消費電⼒ 180mA、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。電池は使⽤できませ

ん。 

EXP / CV コントロールと dip スイッチについて 

プリセットを保存すると、dip スイッチのオンオフも全て保存されます。 

「on off」側の LPF, Regen, Glide, Int1 (Rate), Int2(Depth)を on にすると、エクスプレッションペダ

ル / CV、または RAMP ノブに機能を割り当てることが出来ます。割り当てる機能は⼀つでも複数同時で

も有効です。エクスプレッションペダル、または CV を接続するかは⾃動的に検出されます。エクスプレ

ッションペダルが接続されると、RAMP ノブには機能は割り当てられず、mix として動作します。

エクスプレッション/CV のコントロールレンジの調節

エクスプレッションペダルと CV のコントロール幅はノブのポジションと、Sweep dip スイッチで決定し

ます。例えば、エクスプレッションペダルにボリュームを割り当て、ゼロからユニティゲインまでコント

ロールしたいとき、まずは Sweep を B（Bottom）ポジションにセットします。その後ボリュームノブを

ユニティゲインに合わせると、エクスプレッションペダルでゼロからノブで設定した値（ユニティゲイン）



まで可変できるようになります。調節したいボリューム幅を広げたい場合は、ノブを更に回します。これ

によりエクスプレッションペダルで可変させる幅を広げることが出来ます。様々なパラメーターを同時に

可変させることが出来ますが、それぞれのノブで可変幅は微調整できます。 

 

dip スイッチについて 

dip スイッチの設定は最初は難しく複雑に感じると思います。初めてペダルを使⽤するときは、まずは dip

スイッチのことは忘れてプレイしてみて下さい。ベーシックな機能を把握したあと、その後更に必要な機

能に合わせて dip スイッチを設定すると、うまくいくと思います。 

 

・「on off」側の LPF, Regen, Glide, Int1 (Rate), Int2(Depth)︓エクスプレッションペダル/CV で

の可変するパラメーターの割り当てを決めます。 

・「rise fall」側の LPF, Regen, Glide, Int1 (Rate), Int2(Depth)︓エクスプレッションペダルでパ

ラメーターを操作するとき、ペダルの踏み込みでノブが右回しになる=rise モード、ペダルの踏み込みで

ノブが左回しになる＝fall モードを設定します。 

・Bounce︓このスイッチを on にしてかつエクスプレッションペダルが接続されていないとき、各パラメ

ーターは⾃動的に可変します。（モジュレートします） 



・Trails︓バイパスタイプを設定するスイッチです。Trails を off にするとトゥルーバイパス、Trails が

on だとバッファードバイパスになります。トゥルーバイパス設定ではオフにしたとき残響がカットされ、

バッファードバイパスのときはペダルをオフにしたとき残響が⾃然に残ります。バッファードバイパスに

設定していると、ペダルが⾃⼰発振している状態からペダルをオフにしても、⾳は全てカットされません。 

・MoToByp︓モーメンタリーバイパスのオンオフを切り替えます。on にすると、bypass フットスイッ

チを押している間だけエフェクトがオンになります。 

・Step︓オンにすると、ペダルをシーケンスさせたとき次のインターバルへ⾃動へ切り替わらず、tap ス

イッチを押すことで次のインターバルへシーケンスしていく Step モードになります。INT 2 のノブが off

に設定してあると、tap スイッチを押すたびに INT 1 とタップテンポで⼊⼒されたタイムの 2 つを切り替

える設定になります。 

・Modulation︓on にすると、INT1 と INT2 のノブがモジュレーションの Rate と Depth として 

機能します。また中央と右側のトグルスイッチはモジュレーションの詳細を設定するスイッチになります。 

・Sweep︓RAMP ノブとエクスプレッションペダルの可変幅を設定するのに使います。 

T（Top）ではエクスプレッションペダルの可変幅が現在のノブのポジションから最⼤値までの間で設定さ

れます。B（Bottom）では可変幅が現在のノブのポジションから最⼩値の間で設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



サンプル設定 

これらのサンプル設定の実際のサウンドは弊社ホームページ、または

soundcloud.com/chaseblissaudio で試聴することができます。 

 

 

 

 

 

 





MIDI について 

Thermae は全てのパラメーターを MIDI コントロールメッセージで操作することが出来ます。プリセット

の呼び出しと保存も MIDI を介して操作できます。 

Thermae で MIDI を使⽤するには、まず以下に従って下さい。 

 

1. Chase Bliss MIDIBOX を⽤意し、Thermae の TAP/MIDI ジャックと MIDIBOX をスタンダードな

1/4"TRS ケーブルで接続します。Chase Bliss 製以外の MIDIBOX を使⽤する場合、tip とリングを反転さ

せる改造が必要になる場合があります。詳しくは国内代理店までお問い合わせ下さい。 

2. デフォルトでは Thermae は MIDI チャンネルの 2 に設定されていますが、必要であれば他のチャン

ネルへ変更できます。変更したい場合、TAP と BYPASS スイッチを⻑押ししながら電源を⼊れます。その

後設定したい MIDI チャンネルのメッセージを Thermae に送信します。 

 

MIDI を使ったプリセットの呼び出し 

MIDI のプログラムチェンジメッセージを送ることでプリセットを呼び出すことが出来ます。例えば、プロ

グラムチェンジメッセージの 1 はプリセット 1 を呼び出します。プリセットスロットは 122 まで使⽤でき

ます。スロット 1 と 2 はペダルのプリセットトグルスイッチを使って直接保存ができるプリセットと同じ

ものです。スロット 1 が右、スロット 2 が左です。プログラムチェンジメッセージを 0 で送信すると、ペ

ダルを「ライブモード」で呼び出します。プリセットトグルスイッチが真ん中のときと同じ設定です。 

 

MIDI を使ったプリセットの保存 

MIDI を介してプリセットを保存するには、本体の TAP と BYPASS スイッチを同時に押しながらプログラ

ムチェンジメッセージを送信します。例えば、両⽅のスイッチを押しながらプログラムチェンジメッセー

ジの 45 を送信すると、現在の設定がプリセットスロットの 45 に保存されます。本体のトグルスイッチで

呼び出せるプリセットは 1 と 2 のみですが、MIDI を使うと 122 までのスロットを使⽤できます。 



 

MIDI クロック（MIDI ビートクロック） 

Thermae は MIDI クロックメッセージを受け取ることが出来ます。MIDI クロックは 4 分⾳符を 24 まで

の MIDI メッセージに細分化します。サブディビジョンを選択するトグルスイッチで、4 分⾳符、8 分⾳符、

付点 8 分⾳符、3 連符、6 連符、16 分⾳符のディビジョンを選択できます。 

 

コントロールチェンジメッセージ 

Thermae は MIDI コントロールチェンジメッセージで操作をすることが出来ます。 

パラメーター CC# 説明 

Mix 14 

0 を送信すると、ノブを左に回しきるのと同じになり、127 を送信する

と完全に右に回しきりになります。 

中間の値は全てノブの中間の位置に対応します。 

LPF 15 

Regen 16 

Glide 17 

Int 1 (Speed) 18 

Int 2 (Depth) 19 

Ramp 20 

左トグルセレクト 21 

1 で左、2 で中央、3 で右のトグルスイッチポジションになります。 
中央トグルセレクト 22 

右トグルセレクト 23 

ホールド機能 24 

フットスイッチを⻑押しした状態をシミュレートします。127 で Regen

ノブ最⼤の Runaway モードになり、0 で現在の Regen ノブポジショ

ンの設定に戻ります。 



シーケンスモード時の

"Slowdown モード” 

/ Step モードでのテンポ設定 

25 

シーケンスしているときに 127 を受信すると、スローダウンモードにな

ります。0 を受信するとノーマルに戻ります。Step モード時に 127 を

受信すると、新しいタップテンポを⼊⼒でき、0 で通常の Step モード

に戻ります。 

MIDI Clock Ignore 51 

0 を送信すると MIDI クロック信号を無視します。127 に設定すると

MIDI クロック信号が有効になります。デフォルトでは MIDI クロック

信号は有効です。 

Tap スイッチ 93 
何らかの値を送信すると、タップスイッチが踏まれたと認識します。

MIDI を使ってタップテンポを設定するときに使⽤します。 

エクスプレッション 100 

0 を送信するとエクスプレッション・ペダルが完全にオフと認識します。

127 でペダルを最⼤まで踏み込んだ状態になります。その間の数値は全

てペダルの中間に対応します。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は本体の dip スイッチで設定します。 

バイパススイッチ 102 

127 を送信するとペダルを ON にします。0 でペダルをバイパスします。

エフェクト ON のときに 127 を送信すると、全てのランピングをリセッ

トします。 

 


