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安全にお使いいただくために

限定保証

法的放棄

注意
感電の.恐れがありますので、カ
バーやその他の部品を取り外

したり、開けたりしないでください。高品
質なプロ用スピーカーケーブル（¼" TS 標準
ケーブルおよびツイスト ロッキング プラ
グケーブル）を使用してください。

注意
火事および感電の危険を防ぐ
ため、本装置を水分や湿気の

あるところには設置しないで下さい。装置
には決して水分がかからないように注意
し、花瓶など水分を含んだものは、装置の
上には置かないようにしてください。

注意
このマークが表示されている
箇所には、内部に高圧電流が

生じています。手を触れると感電の恐れが
あります。

注意
取り扱いとお手入れの方法に
ついての重要な説明が付属の

取扱説明書に記載されています。ご使用の
前に良くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してくだ
さ い。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでくだ
さ い。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使
ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、
適切な換気を妨げない場所に設置してく
ださい。取扱説明書に従って設置してくだ
さい。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、
ストーブ、調理台やアンプといった熱源か
ら離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ 
( 三 芯) プラグの安全ピンは取り外さないで
ください。ニ極式プラグにはピンが二本つ
いており、そのうち一本はもう一方よりも幅
が広くなっています。アースタイプの三芯プ
ラグにはニ本のピンに加えてアース用のピ
ンが一本ついています。これらの幅の広い
ピン、およびアースピンは、安全のためのも
のです。備え付けのプラグが、お使いのコン
セントの形状と異なる場合は、電器技師に
相談してコンセントの交換をして下さい。
10.  電源コードを踏みつけたり、挟んだりし
ないようご注意ください。電源コードやプ
ラグ、コンセント及び製品との接続には十
分にご注意ください。
11.  すべての装置の接地（アース）が確保
されていることを確認して下さい。

12.  電源タップや
電源プラグは電
源遮断機として利
用されている場合
には、これが直ぐ
に操作できるよう
手元に設置して下
さ い。

13.  付属品は本機製造元が指定したもの
のみをお使いください。
14.  カートスタンド、三脚、ブラケット、
テーブルなどは、本機製造元が指定したも
の、もしくは本機の付属品となるもののみ
をお使いください。カートを使用しての運
搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご
注意ください。 
15.  雷雨の場合、もしくは長期間ご使用に
ならない場合は、電源プラグをコンセント
から抜いてください。
16.  故障の際は当社指定のサービス技術
者にお問い合わせください。電源コードも
しくはプラグの損傷、液体の装置内への浸
入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿
気に装置が晒されてしまった場合、正常に
作動しない場合、もしくは装置を地面に落
下させてしまった場合など、いかなる形で
あれ装置に損傷が加わった場合は、装置
の修理・点検を受けてください。

17.  本製品に電源コード
が付属されている場合、
付属の電源コードは本製
品以外ではご使用いただ
けません。電源コードは
必ず本製品に付属された
電源コードのみご使用く
ださい。

18.  ブックケースなどのような、閉じたス
ペースには設置しないでください。
19.  本機の上に点火した蝋燭などの裸火
を置かないでください。
20.  電池廃棄の際には、環境へのご配慮
をお願いします。電池は、かならず電池回
収場所に廃棄してください。
21.  本機器は熱帯気候および / または温
帯気候下でご使用ください。

ここに含まれる記述、写真、意見の
全体または一部に依拠して、いか
なる人が損害を生じさせた場合に
も、MUSIC Group は一切の賠償責任を負
いません。技術仕様、外観およびその他
の情報は予告なく変更になる場合があ
ります。商標はすべて、それぞれの所有
者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、 
LAB GRUPPEN、LAKE、TANNOY、TURBOSOUND、 
TC ELECTRONIC、TC HELICON、BEHRINGER、 
BUGERA および DDA は MUSIC Group IP Ltd. 
の商標または登録商標です。© MUSIC Group 
IP Ltd. 2016 無断転用禁止。

適用される保証条件と MUSIC Group の限定
保証に関する概要については、オンライン
上 music-group.com/warranty にて詳細をご確
認ください。
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1.  イントロダクション
Ditto X4 Looper.は.Ditto シリーズの「ギタリストによる、ギタリストの
ためのルーパー」といった基本コンセプトをベースに、シンプルな
操作性にデュアル・ループトラック、7種類のループエフェクト、ル
ープディケイ、MIDI Sync.機能などのクリエイティブな仕様を加えて
パワーアップした.Ditto.シリーズのフラッグシップ・ルーパーペダル
です。
•	 ギタリストによる、ギタリストのためのルーパー
•	 デュアル・ループトラック: 展開性のあるマルチトラック・コン
ポジションが可能

•	 7.種類のループエフェクト搭載
Ditto X4 Looper にはリズムマシン機能も、複雑で入り組んだエディッ
ト・メニューもありません。シンプルな操作性を維持することで、
プレイヤーは演奏に集中しながら、無限のクリエイティブな可能
性を体験することができます。

2.  開梱とセットアップ
製品パッケージに次のアイテムが含まれていることをご確認くだ
さい:

•	 1 Ditto X4.ルーパー・ペダル本体
•	 1 9V.パワーサプライ
•	 2.ゴム足
•	 1 USB.ケーブル
•	 1 Quick Start Guide (クイックスタート・ガイド小冊子)

•	 1 TC Electronic.シール
•	 1 TC Electronic.ギター用製品リーフレット
搬送時の破損がないことを確認します。万一破損が確認された
場合は、配送業者と発送元にご連絡ください。製品の外箱と梱包
材は保存しておいてください。万一搬送時に破損が生じた場合の
証明として必要となることがあります。
Ditto X4.に.9 V.パワーサプライを接続し、パワーサプライをコンセ
ントに接続します。
｢3. セットアップ例｣.を参考に、ギター及びその他ペダル製品を接
続します。
クイックスタート・ガイド図にてハードウェアの基本操作概要をご
確認ください。各操作のより詳細な情報は本マニュアル内で解説
いたします。

LOOP 2LOOP 1

DECAY SELECT FX

ENGAGE/DISENGAGE FX

STOP

STOP

STOP
ALL

ENGAGE
 FX

DISENGAGE
 FX

CLEAR
ALL

TAPE STOP
FADE

DOUBLE
HOLD

REVERSE
HALF
ONCE

LAYER FADING NO LAYER FADING

NOTE: When the loop is cleared,
DITTO X4 returns to true bypass
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3.  セットアップ例

Input

Basic Looping - No E�ects

Combo

Ditto X4 looper with e�ects (mono or stereo)

Modulation 
Pedals

Drive
Pedals

Input

Optional second amp

Combo
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Ditto X4 looper in an FX loop

Drive Pedal(s)

FX Loop Send

FX Loop Return

Input

Combo

Reverb, delay and
modulation pedals

Dual mono with two instruments

Combo
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4.  コントロール類

(1) STORE / LEVEL.スイッチ.–.各ループに対して次の操作を行
います:

•	 現行ループをバッキング・トラックとして保存するには、ス
イッチを上向きにフリップします。

•	 保存されているループ／バッキングトラックを消去するに
は、約.3.秒間スイッチを上向きに押さえます。

•	 バッキングトラックのレベルを設定するには、スイッチを
下向きに押さえたままノブを回します。現行ループと保存
されているバッキングトラックの違いについては、「ストア、
インポート、エクスポート」セクションをご参照ください。

(2) LOOP.ノブ.–.ループ1とループ.2.のレベルを調節します。STORE / 
LEVEL スイッチを下向きに押さえながらこのノブを回すことで、
各ループ・メモリーにストアされているバッキング・トラックの
レベルを調整できます。

(3) SERIAL / SYNC スイッチ.–.Serial.モードに設定されている場合は,.
ループ1とループ.2.は交互に再生されます。Sync モードでは、
ループ1とループ.2.を同時に再生することができます。

(4) DECAY ノブ.–.オーバーダブの再生が繰り返される度のボーリ
ューム・リダクション量を決めます。このノブが最大値に設定
されている場合は音量の減衰はありません。オーバーダブの
音量を減衰させることで、オアーバーダブ・レイヤーが増えて
いくのに伴い音がダマになり濁ってしまうことを防げます。

(5) FX ノブ.–.FX.フットスイッチを踏んだ際の機能を指定しま
す。7 種類の選択オプションの詳細は.｢7..搭載ループ・エフェク
ト」セクションをご参照ください。

(6) LOOP 1 and 2.フットスイッチ.–.ペダルのループ操作.(録音./.
再生./.アンドゥ./.リドゥ./.クリア) を行うためのフットスイッ
チです。詳細は、｢5..ループの作成」セクションをご参照くだ
さい。

(7) STOP フットスイッチ.–.ループ再生を停止するのに使用します。
長押しすることでループを消去することが可能です。

(8) FX フットスイッチ.–.選択されているループ・エフェクトの.On / 
Off を切り替えます。詳細は、｢7..搭載ループ・エフェクト」セク
ションをご参照ください。

(5)

(8)(7)

(4)(2) (3)

(6)

(13)(12)(11) (14)(10)(9)

(1)
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(9) INPUT 入力端子.–.ステレオ入力用に標準.1/4.インチ・ジャック.
(モノラル / TS) の入力が.2.つ用意されています。通常のギター
やモノラルのエフェクト・ペダルといったモノラルのソースを接
続する場合には、MONO.をご使用ください。

(10) OUTPUT 出力端子.–.ステレオ出力用に標準.1/4 インチ・ジャック.
(モノラル / TS) の出力が.2.つ用意されています。接続先がモノ
ラルの場合は、MONO をご使用ください。

(11) パワー・インプット.–.センターマイナスの標準.5.5 / 2.1 mm DC プ
ラグです。300 mA 以上の容量を供給できるパワーサプライを
接続してください。本製品はバッテリーの駆動はできませんの
でご注意ください。

(12) MODE スイッチ.–.ペダルの操作方法をカスタマイズできます。
各モードの詳細は.｢Modeスイッチ」セクションをご確認くだ
さい。
スイッチ 下に設定.(デフォルト) 上に設定

1 録音..再生..オーバーダブ 録音. オーバーダブ. 再生

2
直ちにオーバーダブが開始さ
れます.(Sync モード時のみ)

ループサイクルの終点からオー
バーダブが開始されます。

3

Serial.モード:.2 つ目のループ録
音をループ.1 の再生サイクル
の終点から開始します。

Sync.モード:.ループは同期さ
れます。

Serial.モード:.2 つ目のループ録
音を直ちに開始します。

Sync.モード:.ループの同期は
解除され異なる長さのループ
を同時に再生することがで

きます。

4 トゥルー・バイパス バッファード・バイパス

(13) USB.ポート.–.コンピューターとの間でのループ転送、ならびに
ファームウェア・アップデートに使用します。

(14) MIDI IN / THRU.端子.–.外部.MIDI.クロックを接続し、ループを同
期させるのに使用します。

5.  ループの作成
Serial / Sync.スイッチの設定によって、Ditto X4 の動作は異なります。
まずは.1 つのループに関しての操作を見ていき、その後でループ.
2を加えた場合の動作について解説していきましょう。以下は、先
述の.｢(12) MODE スイッチ」の.DIP.スイッチがすべてデフォルトの下
ポジションに設定されていることを前提に解説いたします。

ループの録音
録音を開始するには、いずれかの.LOOP.フットスイッチを一回踏み
ます。LED が赤く点灯し、Ditto X4 が録音モードの状態にあることを
示します。ループの終点を指定するには、終点のタイミングで再度
同じフットスイッチを踏みます。
LED.が緑に点灯し、Ditto X4 はループを繰り返し再生します。ループ
の開始点に戻る度に、LED.が点滅します。ループ長の上限は.5.分
です。
LOOP.1.もしくは.LOOP 2 ノブでループの再生ボリュームを調整しま
す。このノブはループ再生のレベルのみを調節します。楽器からの
信号には影響を与えません。

オーバーダブ
元のループに音を重ねていく.(オーバーダビング) 場合は、元のル
ープの再生中に同じ.LOOP.フットスイッチを踏みます。LED が赤に変
わり、録音モードに入ったことを示します。

オーバーダブが完了したら、LOOP フットスイッチを踏み、録音モー
ドを終了します。元のループにオーバーダブした音が重なった状
態でループが繰り返し再生されます。.
オーバーダビングを行っている間、ループの長さが変わることは
ありません。録音モード中に演奏を続けるとベースとなる最初の
ループ再生が繰り返される度に、オーバーダブ・レイヤーも増えて
いきます。オーバーダブの回数に制限はなく、好きなだけ回数を
重ねていくことができます。
ヒント:.Decay.ノブを使用することで、オーバーダブ・レイヤーの音
量を徐々に減衰させていくことができます。

アンドゥ.(最後に録音したテイクの消去)
最後に録音したテイクを消去するには、LOOP.フットスイッチを.1.5
秒以上ホールドします.(踏み続けます)。LED.が.2.回点滅し、最後
に録音したテイクが消去されます。それ以前のテイクには手は加
えられません。

リドゥ.(消去したテイクの復活)
テイクを消去した後で気が変わったら、そのテイクを復活させ
ることができます。LOOP.フットスイッチを.1.5.秒以上ホールドし
ます.(踏み続けます)。LED.が.2.回点滅し、消去したテイクが復活
します。

アンドゥ./.リドゥの活用法
アンドゥ./.リドゥ機能は間違いの訂正のみならず、クリエイティ
ブなツールとしても使えます。オーバーダブの.｢前｣.｢後｣.をつの
セクションとして扱い、それぞれを交互に切り替えることができ
ます。簡単な例を紹介しましょう：
•	 (ループサイクル.1).ベースラインを録音します。
•	 (ループサイクル.2）コードを録音します。
•	 (ループサイクル.3）メロディを録音します。
•	 LOOP.フットスイッチをホールドしてメロディなしの状態に戻し
ます。簡単なソロやアドリブを演奏します。

•	 演奏が終わったら、LOOP.フットスイッチを再度ホールドして、
先ほどのメロディを「復活」させます。

メモ:.LOOP.フットスイッチ操作によるアンドゥ./.リドゥは再生時に
のみ行えます。ループ再生が停止した状態で.LOOP.フットスイッチ
をホールドすると、ループとそのループに重ねたオーバーダブが消
去されてしまいますので、ご注意ください。

ループ再生./.録音の停止
ループの再生を停止するには、停止したいループの.LOOP.フットス
イッチをダブルタップします.(高速に二回踏みます)。特に.Sync.モ
ードで.LOOP 1.と.LOOP 2.を同時に再生している時に、片方のループ
再生だけを停止したい時に効果的です。STOP フットスイッチは両ル
ープを一気に停止します。ループの録音を停止するには、LOOP.フッ
トスイッチを.1.回タップします。すぐにループ再生が始まります。
TAPE STOP.や.FADE.などの搭載ループ・エフェクトを使用し、よりユ
ニークなループ停止を演出することも可能です。
LED.が緑に点滅し、メモリー内に再生可能なループが保存されて
いることを示します。



9 Ditto X4 Looper 取扱説明書

ループ再生./.録音の停止と、ループの消去
ループの再生または録音を停止して録音した内容を全て消去する
には、LOOP.フットスイッチをダブルタップして.(高速に二回踏み)、
二回目を約.1.5.秒ホールド.(踏んだまま).にします。
STOP.フットスイッチを押してそのままホールドすると、LOOP.1.と
LOOP 2.の両方を一気に消去します。
LED.が消え、ループが消去されたことを示します。この状態から、
新しいループを録音することができます。

ループ再生./.録音を行っていない状態でのルー
プの消去
ループ再生./.録音を行っていない状態から.(最後のテイクだけで
はなく).全ての録音を消去するには、LOOP.フットスイッチをホール
ド.(踏んだまま).にします。ループが実際に消去される前に再生が
行われます。LOOP.フットスイッチを踏む操作は再生に割り当てら
れているため、フットスイッチがホールド状態にあるのが認識され
るまでの間ループが再生されてしまうことは避けられません。
STOP.フットスイッチを押してそのままホールドすると、LOOP 1.と
LOOP 2.の両方を音を再生することなく一気に消去できます。
LED.が赤く点滅し、ループが消去されると.LED.が消えます。最後
のオーバーダブをクリアする操作はアンドゥ可能ですが、本セク
ションにて解説されているループ全体の消去は、アンドゥできま
せん。
消去したくないループがある場合は、6.章を参照の上、ループをス
トア（保存）することをおすすめします。

Serial.モードで.2.つのループを使用する
Ditto X4.を.Serial.モードで使用したい場合は、SERIAL / SYNC スイッチ
を上に設定します。Serial.モードでは、LOOP 1.と.LOOP 2.は完全に独
立したループとして扱われ、それぞれ異なるループ長やテンポを
保つことができます。またループ再生時も一つずつの再生となり、
楽曲に展開性を持たせることが可能です。
Serial.モードでは、LOOP 1.と.LOOP 2.はどちらを先に作成しても大
丈夫です。ここではまず、最初のループを.LOOP 1.で作成しましょ
う。LOOP 1.が作成され再生している間に.LOOP 2.フットスイッチを
押します。LED.が赤色に高速点滅をはじめ、LOOP 2.の録音の準備
が完了したことを示します。LOOP 1.のループ再生サイクルが完結し
た段階で自動的に.LOOP 2.の録音が開始されます。
LOOP 2.が作成されると、LOOP 2.を繰り返し再生します。LOOP 2.を再
度押すと、LOOP 2.のオーバーダブが始まります。LOOP 2.再生時に
LOOP 1.フットスイッチを押すと、LOOP 1.と.LOOP 2.の両.LED.が緑色
に高速点滅をはじめ、再生するループが.LOOP 1.に切り替わること
を示します。
Serial.モード時に、ループ1とループ.2.がメモリー内に存在してい
る場合、現在再生している方の.LED.は緑色に点灯し、停止されて
いる.LED.は緑色に点滅します。
ループ再生を停止するには、現在再生されている方の.LOOP.スイッ
チをダブルタップ.(素早く二度押し).するか、STOP.フットスイッチ
を押します。LED.が緑色に高速点滅をはじめ、再生サイクルが完結
したところで再生が停止されます。

Sync.モードで.2.つのループを使用する
Ditto X4を.Sync.モードで使用したい場合は、SERIAL / SYNC スイッチを
下に設定します。Sync.モードでは、LOOP 1 と.LOOP 2 はひとつずつ、
もしくは同時に再生することができます。LOOP 1.と.LOOP 2.はどち
らを先に作成しても大丈夫ですが、最初に作成されたループがフ
レーズの長さを決定し、2.つ目のループはそのフレーズの長さを元
に、等倍、2.倍、3.倍と任意の倍数の長さ.(最長.5.分).で作成でき
ます。ます。例えば最初に作成したループが.4.小節の内容であれ
ば、2.つ目のループは.4.小節、8.小節、12.小節、という具合に作成
することが可能です。
まず.LOOP 1.に最初のループを作成してみましょう。LOOP 1.が再
生され、ループサイクルが完結するタイミングで.LOOP 2.フットス
イッチを押すと、LED.が赤色に点灯し、LOOP 2.の録音が開始され
ます。LOOP 2.を録音している間、LOOP 1.は再生されたままになり
ます。
*メモ:.Mode DIP.スイッチを上ポジションに設定している場合、最初のループが再生さ
れている間に.LOOP 2.を録音待機にさせ、最初のループ再生サイクルが完結した時点
で自動的に.LOOP 2.の録音を開始します。

LOOP 2.の録音を終了するには、LOOP 2.フットスイッチを押しま
す。2 つ目のループは常に最初のループの長さが基本となり、最初
のループが再生されている合間に.LOOP 2.を録音開始./.停止して
も、必ず.LOOP 1.と長さは同期されます。
LOOP 1.と.LOOP 2.が両方とも作成されたら、いずれのループもお好
きなタイミングで.On / Off.できます。LOOP 1.のみ再生されている場
合は、LOOP 2.の.LED.は緑色に点滅します。LOOP 2.フットスイッチを
押すと、押したループ上のタイミングで再生が始まります。LOOP フ
ットスイッチをダブルタップすることで、該当のループを停止する
ことができます。
メモ:.LOOP 1 / LOOP 2.はそれぞれさらにオーバーダブでレイヤーを
重ねていくことができます。オーバーダブは、レイヤーを重ねたい
ループが再生されている時にのみ行えます。オーバーダブしたい
ループが停止されている場合は、まずは.LOOP.フットスイッチを押
してループを再生させてください。

6.  ループのストア.(保存)./.インポート.
(読み込み)./.エクスポート.(書き出し)
現行.(メモリー内).ループと保存ループ.(バッキン
グトラック)
オーディオ・ループの録音./.インポート./.エクスポートに関する
基本的な構造は次の通りです。
何かを録音している場合、これを現行ループと呼びます。Ditto X4 
の電源を落としても、この内容は失われません。
Ditto X4.では、現行ループの内容を保持するメモリーに加えて、オ
ンボードのストレージ・モジュールを.LOOP 1 / LOOP 2.それぞれに装
備しています。｢ストレージ｣.の名称通り、その役割はハードディ
スクや.USB.フラッシュディスクと似たものです。コンピューターと.
Ditto X4.間でのループ.(またはバッキングトラック).の転送には、こ
のストレージ・モジュールが使われます
現行ループとストレージ・ループ（バッキングトラック）はそれぞれ
独立してレベルを設定できます。
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現行ループはメモリー内に残ります
ループがメモリ内に記録されている状態で電源をオフにしても、
ループは失われません。次回電源をオンにした際に.LOOP.フットス
イッチの.LED.が緑に点滅し、前回電源オフ時に記録されていたル
ープが再生可能な状態にあることを示します。LOOP.フットスイッチ
を踏むと、ループが再生されます。新しいループを一から作りたい
場合には、5.章の.｢ループ再生./.録音の停止と、ループ./.バッキ
ングトラックの消去｣.セクションの手順に従って事前にループを
消去してください。

USB.使用時の留意点
続く各セクションでは、Ditto X4.をコンピューターに.USB.接続して、
ループやバッキングトラックを転送する手順を解説します。
Ditto X4.を.USB.接続すると、実質上は.USB.ストレージデバイスとな
り、全てのオーディオ機能は一時的に無効となります。コンピュー
ターと.Ditto X4.間でオーディオファイルを転送している間は、再生
や録音は行えません。また、Ditto X4.は.USB.オーディオインターフ
ェイスとしても機能しません。すなわち、Ditto X4.でルーピングを行
うには、USB.接続がなされていないことが必須条件となります。
Microsoft Windows.または.Apple OS X.の.OS.環境では、Ditto X4.を接続
するにあたって追加のソフトウェアは必要なく、プラグアンドプレ
イで動作します。

Ditto X4.からコンピューターへのループ転送.
(エクスポート)
ループが完成したら、そのループを今後の再利用のためにコンピ
ューターに転送できます。もちろん.Ditto X4.のアウトプットを.USB.
インターフェイスに接続して.DAW.で録音する方法も考えられます
が、その場合には録音レベルの調整や録音後のエディットなどの
手間が生じてしまいます。
1. ループが完成したら、STORE.スイッチを短時間上向きにナッジ
します。この操作は、本体内部では.2.種類の独自フォーマット
で記録されている現行ループを、コンピューターに転送可能な
フォーマットに変換します。現行ループを保存した後は、ペダ
ルをコンピューターに接続する前に数秒間の時間をおいてく
ださい。

2. コンピューターと.Ditto X4.間を、付属.USB.ケーブルで接続しま
す。Ditto X4.は自動的に.USB.転送モードに切り替わり、LOOP フ
ットスイッチが橙に点滅します。音声関連の機能は無効にな
ります。

3. コンピューター側は、Ditto X4.を外部.USB.ストレージデバイスと
して認識します。ドライブ名は.｢DITTO｣ で、｢TRACK1｣ ｢TRACK2｣ 
というフォルダが含まれます。

｢TRACK｣.フォルダには、｢TRACK.AIF｣と「TRACK.WAV」の.2.つのファ
イルが含まれているはずです。各ファイルは、先ほど保存した
ループの内部ファイルが各汎用フォーマットに変換されたもの
です。
どちらのフォーマットのファイルを使用すべきかは、ご使用の
環境によって異なります。ご使用の.DAW.ソフトウェアのマニュ
アルをご参照ください。

4. ｢TRACK.AIF｣ または.｢TRACK.WAV｣ のいずれかを、コンピューター
上の任意の場所に移動します。ファイル転送が完了するまで
お待ちください。

5. Windows.では、Windows Explorer で右マウスクリックし、表示され
るコンテキストメニューからデバイスを外してください。
OS X.では、DITTO.ドライブを選択してコマンド-.Eでマウントを
外せます。

6. USB.ケーブルを外します。音声関連の機能が復帰すると、LOOP.
フットスイッチ.LED.の点滅が止まり、表示色が橙から緑に戻り
ます。

Ditto X4.のオーディオ・フォーマット
オーディオファイルは.32.ビットのフローティングポイント・フォ
ーマットで保存されます。ご使用の.DAW.がこの種類の.AIFF / WAV.
ファイルをサポートしない場合は、対応フォーマットにファイルを
コンバートする必要が生じるかもしれません。
必要に応じて、ご使用の.DAW.ソフトウェアの対応フォーマットを
確認した上で、適切なフォーマットに変換するためのフォーマッ
ト・コンバーターを使用してください。アプリケーション型とオン
ライン型いずれの場合においても、多くの変換ツールがフリーで
配布されています。
どうしてもうまくいかない場合は、Ditto X4.のオーディオ・アウトを
コンピューターのオーディオ・インターフェイスに接続する手法も
考えられます。

コンピューターから.Ditto X4.へのループ転送.
(インポート)
Ditto X4.は、コンピューターからループ.(またはバッキングトラック).
をインポートできます。
1. DAW.上でループを作成し、AIFF.またはWAV形式で保存し
ます。

2. コンピューターと.Ditto X4.間を、付属.USB.ケーブルで接続しま
す。Ditto X4.は自動的に.USB.転送モードに切り替わり、LOOP フ
ットスイッチが橙に点滅します。音声関連の機能は無効にな
ります。

3. コンピューター側は、Ditto X4.を外部.USB.ストレージデバイス
として認識します。ドライブ名は.｢DITTO｣ で、｢TRACK｣ というフォ
ルダが含まれます。
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4. コンピューター上に保存されている.AIFF.または.WAV.フォーマ
ットのオーディオ・ファイルを、｢DITTO｣ ドライブの.｢TRACK｣ フォ
ルダにコピーします。｢TRACK 1｣.フォルダーにコピーされたオー
ディオ・ファイルは.Ditto X4.の.LOOP 1.コントロールで、｢TRACK 2｣ 
フォルダーにコピーされたオーディオ・ファイルは.Ditto X4.の.
LOOP 2.コントロールで、それぞれ再生可能です。ファイル転送
が完了するまでお待ちください。

5. Windows.では、Windows Explorer.で右マウスクリックし、表示さ
れるコンテキストメニューからデバイスを外してください。OS.X
では、DITTO.ドライブを選択してコマンド-.E でマウントを外せ
ます。Ditto X4 側では、ループが読み込まれている間、LOOP フッ
トスイッチ.LED.が点滅します。

6. USB.ケーブルを外します。音声関連の機能が復帰すると、LOOP.
フットスイッチ.LED.の点滅が止まり、表示色が橙から緑に戻り
ます。

Ditto X4.で.MP3.ファイルをインポートする
音質面での優位性、そして特段ファイル変換を必要としない利
便性から、Ditto X4.では通常.AIFF.または.WAV.ファイルを使用しま
す。追加機能として、Ditto X4.は、44.1 kHz.の.MP3.ファイルをインポ
ートできます。この場合、必要なファイル変換は.Ditto X4.側で行わ
れます。
手順は変わりませんが、いくつかの例外が生じます:

 – MP3.ファイルの変換に若干の時間を要します。変換
中、LOOP.フットスイッチ.LED.が赤く点滅します。変換に要
する時間は、6.分のファイルで約.90.秒が目安です。

 – MP3.メタデータを含む極めて短時間の.MP3.ループをイン
ポートすると、ループの最後に数.ms.の無音状態が加わる
ことがあります。完全にシームレスでサンプルアキュレイ
トな再生には、AIFF.または.WAV.フォーマットをご使用くだ
さい。

インポートしたバッキングトラックを使用する際の留意点:
 – 自分の演奏内容が聞き分けられるよう、インポートしたバ
ッキングトラックのレベルは落とされます。

 – 拡張子.(｢.WAV｣ または.｢.AIF｣).さえ正しければ、インポート
するループ./.バッキングトラックのトラック./.ファイル名
は問いません。

 – 既存のトラックを消去する必要性が生じるのは、新規トラ
ック用に空領域が必要となった場合のみです。TRACK.フォ
ルダに複数のトラックが存在する場合、最後にインポート
されたトラックが使用されます。

バッキングトラックと現行ループのレベル・バランス
調整
Ditto X4.で録音している内容は現行ループと言います。現行ループ
を.STORE.スイッチで保存すると、保存内容はバッキングトラックと
なります。コンピューターからインポートした内容も、バッキング
トラックです。

 – 現行ループとバッキングトラックは、独立してレベル調整
できます。

 – 現行ループのレベルを調節するには、LOOP LEVEL.ノブを回
します。

保存されているバッキングトラックのレベルを調節するには、該
当するループの.STORE / LEVEL.スイッチを下に向けながら.(自分向き
にしながら).LOOP LEVEL.ノブを回します。
それぞれのレベルを独立して調節できるため、極めて効果的にミ
ックスを制御できます。
メモ:.LOOP ノブはバッキングトラックと現行ループの全体的なレベ
ルを調整します。現行ループのレベルに対してバッキングトラック
のレベルを調整すると各オーディオのバランスを整えやすくなり
ます。

7.  搭載ループ・エフェクト
Ditto X4.はループに対して特殊な効果を付加する7種類のループ・
エフェクトを搭載しています。.

Reverse (リバース)
ループを逆再生します。エフェクトは一つのループ、もしくは.Sync.
モード時で再生している両ループに対して付加することができま
す。FX.スイッチを押してエフェクトを.On.にすると、FX LED.が赤色に
点灯します。再度.FX.スイッチを押すと、エフェクトは.Off.になり、
通常の再生になります。メモ:.ループを逆再生している間に2つ目
のループを録音することも可能です。.

Half (1/2.倍速再生)
このエフェクトを.On.にすると、ループを半分の速度で再生しま
す。ピッチも1オクターブ下がります。リフを倍速で弾いてベースラ
インを録音し、このエフェクトを有効にすると、ちょうど良いベー
スラインが完成します。FX.スイッチを再度押すと通常の速度とピ
ッチでのループ再生に戻ります。このエフェクトが.On.の間にルー
プを追加作成していくことも可能です。

Once (1.回再生)
ループ再生サイクルの終点で再生を自動的に停止します。ループ
再生中に.FX.スイッチを押すと、LED.が緑色に高速点滅をはじめ、
再生されているループサイクルが完結したタイミングで停止するこ
とを示します。

Tape Stop (テープ・ストップ)
STOP.フットスイッチでループを停止するよりもユニークなループ停
止サウンドを提供します。アナログテープ・マシンを止めた時のよ
うな、数秒間で徐々に再生スピードとピッチが落ちていく効果が
得られます。ループ再生が停止した後も.FX.フットスイッチの.LED.
は赤色に点滅したままで、再度.FX.フットスイッチを押すことでル
ープにアクセスすることが可能になります。
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Fade (フェードアウト)
本エフェクトを.On.にすると、約.5.秒間にわたって音声をフェード
アウトさせます。エフェクトが.On.にされると、LED.は橙色に点灯
し、ループ再生が終了しても.FX.フットスイッチの.LED.は点滅し続
けます。FX.フットスイッチを再度押すとループ再生を再開します。
メモ:.オーディオが完全にフェードアウトしたら、STOP.フットスイ
ッチを押してループ再生を完全に停止してから.FX.スットスイッチ
を押すことで、ループの再開を防げます。

Double (倍速再生)
半速再生エフェクトの真逆で、倍速でループを再生します。ピッチ
も1オクターブ上がります。このエフェクトが.On.の間もループの作
成は可能です。

Hold (スタッター効果)
モメンタリーなスタッター効果が得られます。本効果は、FX.フット
スイッチが押されている間のみ有効となります。本エフェクトは、
ループのオーディオを短いスパンでサンプリングし、繰り返し再
生する、いわば.｢ミニループ｣.と呼べるような効果を演出します。
サンプリングするスパンをタップテンポ式に定義することも可能
で、HOLD.エフェクトが選択されている状態で、FX.ボタンをダブル
タップすると、スタッタータイムが設定されます。その後、FX.ボタ
ンを長押しすると、設定したタイム幅でスタッターエフェクトが有
効になります。スタッター効果が鳴り続けている間も裏ではルー
プ再生は進行しており、FX.フットスイッチを放したループサイクル
のタイミングでループ再生が再開されます。.

Multiple FX (複数エフェクトの同時使用)
ループ・エフェクトは同時に複数種類適用することが可能です。
例えば、ループ音源を再生し、リバース・エフェクトを.On.にしま
す。LED.は赤色に点灯し、エフェクトが.On.になっていることを示し
ます。FX.ノブを回し半速再生エフェクト.(Half) を選択し再度.FX.フ
ットスイッチを押します。LED.は橙色に点灯し、リバース・エフェク
トに加え、半速再生エフェクトが.On.になります。有効になってい
るエフェクトを.Off.にするには、FX.ノブで.Off.にしたいエフェクト
が選択されていることを確認し、FX.フットスイッチを押します。FX.
ノブで選択されているエフェクトのみ.Off.になります。
メモ:.全てのループ・エフェクトを一気に.Off.にするには、ループ
が停止されている状態で、FX.フットスイッチを.2.秒以上長押しし
ます。

8.  Mode.スイッチ.(DIP.スイッチ設定)
Ditto X4.はギタリストのクリエイティビティーを最大限インスパイ
アすることを念頭に設計されており、一人一人の用途に最適な操
作方法を実現すべく、リア部に.Ditto X4.の動作をカスタマイズする
ための.DIP.スイッチを装備しています。DIP.スイッチは初期設定で
はすべて下のポジションに設定されていますが、上ポジションに
切り替えることで、製品の動作方法を変更いただけます。

Switch 1.–.レコーディング・モード切替
LOOP 1.及び.LOOP 2.フットスイッチを押す度に、下記の通り動作し
ます。
下:.録音開始.>.録音停止.&.ループ再生.>.オーバーダブ開始
上:.録音開始.>.録音停止./.ループ再生.&.オーバーダブ開始.>.
オーバーダブ停止.&.ループ再生

Switch 2.–.オーバーダブ・モード./.ループ再生の停
止ポジション切り替え
下:.オーバーダブ、もしくは.Sync.モードで.LOOP 2.を録音する時
に、LOOP.フットスイッチを押すと直ちに録音を開始します。
上:.ループサイクルが完結し、ループの頭に戻ったタイミングでオ
ーバーダブ./.LOOP 2 の録音を開始します。録音待機中は.LED.が赤
色に高速点滅し、録音が開始されると.LED.は赤色に点灯します。
この設定はループを停止する.(LOOP.フットスイッチをダブルタッ
プ、もしくは.STOP.フットスイッチを押す).際も、停止ポジションを
ループサイクルが完結するタイミングにします。
メモ:.Serial.モードでは、LOOP 1.の再生中に.LOOP 2.を押すと.LOOP 2.を録音待機状態に
し、LOOP 1.のループサイクルが完結したタイミングで録音を開始します。.

Switch 3

Serial.モード時
Serial.モードは.2.つの独立したループを交互に再生することを前
提としたモードです。片方のループ再生時にもう片方の.LOOP.フッ
トスイッチを押すと、ループサイクル完結時に新しい録音が開始さ
れるように録音待機状態に入ります。再生中のループサイクルが
完結すると、再生されていたループは停止し、新しいループの録音
が始まります。DIP.スイッチを上に設定していると、ループサイクル
が完結されるのを待たず、フットスイッチを押したら直ちに録音が
開始されるようになります。

Sync mode モード時
Sync.モードは.2.つの独立したループを同時に再生することを前提
に設計されています。よって基本的に.Sync.モードでは.LOOP 1.と
LOOP 2.はループ同士が同期されるよう、最初に録音したループの
長さが軸になります。しかし.Sync.モードでこの.DIP.スイッチを上
に設定していると、LOOP 1.と.LOOP 2.は同時に再生されつつ、完全
に独立した長さで作成できるようになります。

Switch 4.–.バイパスモード切り替え
下:.トゥルーバイパス
上:.バッファード・バイパス
デフォルト状態では.Ditto X4.はトゥルーバイパス・モードに設定さ
れており、ハードウェア的にバイパスを行うことで、ペダルを使用
していない際にサウンドに一切影響を与えません。少数のペダル
を使用していて、ペダルの前後の配線も短距離の場合に適してい
ます。
もしお使いのセットアップが下記のような場合は、最初と最後の
ペダルのバッファーを有効にすることで最善のパフォーマンスが
得られます。

 – ギターから一つ目のペダルまでに長いケーブルを使用する
 – 多くのペダルを使用していて
 – エフェクトボードからアンプまでに長いケーブルを使用
する

トゥルーバイパスとバッファーバイパスの違いを聞き分けられるか
どうかというのは、数えきれない要素が絡みます。アクティブとパ
ッシブピックアップ、シングルコイルとハムバッカー、ケーブルの
クオリティー、アンプインピーダンス等、セットアップ全体の多くの
要素が様々な形で相互に影響を与え合うため、一律な答えは存在
せず、状況によって聞き分けられる場合ももそうでない場合も存
在します。一番頼りになるのは自分の耳となりますので、ご使用の
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セットアップに適した設定を探し当ててください。

9.  Firmware Updates
TC.は、製品のファームウェア・アップデートを公開することがあり
ます。TC.ペダル製品のファームウェアをアップデートするには、下
記のものが必要となります。.

 – Windows.または.OS X.を搭載した.USB.対応パソコン
 – ペダル用の.DC.パワーサプライ

ファームウェア・アップデートの準備
1. ファームウェア・アップデート用のファイルは、TC.ウェブサイト
の該当製品ページの.｢サポート｣.セクションから.OS.毎に下記
形式で配布されます。

 – Windows.用は.zip.アーカイブ
 – OS X.用はファームウェア・インストーラーを含むディスクイ
メージファイル

2. TC.ペダル製品から、電源を含む全てのケーブルを外します。
3. コンピューターとペダルを.USB.接続します。
4. TC.ペダル製品の一番左のフットスイッチを長押しします。
5. フットスイッチを長押ししたまま電源ケーブルを接続します。
ペダルの一番左の.LED.が緑に点灯するはずです。

6. フットスイッチを離します。
これで、ペダルがアップデート可能なデバイスとして認識されるは
ずです。

ファームウェア・アップデートの実行
7. コンピューター側で、起動している.DAW.等全ての.MIDI.関連の
アプリケーションを終了してからダウンロードしたファームウ
ェア・アップデーターを起動します。

8. STEP 1.のヘッダの下に表示されるドロップダウン・リストから、
アップデートする.TC.ペダルを選択します。
Windows XP.の場合は、｢USB オーディオデバイス｣.を選択し
ます。

9. STEP 2.の下に表示される.｢Update｣ ボタンが緑に表示されたら、
クリックします。

ファームウェア・アップデートが.TC.ペダルに転送されます。プログ
レスバーが.100%.に到達するのを待ちます。アップデート作業が
完了したら、ペダルは自動的に再起動します。

10.  仕様
バイパスモード.. トゥルーバイパス.(デフォルト

設定./.バッファードに切替可能)
シグナル回路設計 アナログドライスルー
寸法 (W x D x H) 235 x 145 x 57 mm (9.3 x 5.7 x 2.2")

入力コネクター  2 x.標準.1/4.インチ・ジャック.-.
モノ./.TS 対応、自動モノ./.ステ
レオ検知

入力インピーダンス 1 MΩ

出力コネクター 2 x.標準.1/4.インチ・ジャック.-.
モノ./.TS 対応、自動モノ./.ステ
レオ検知

出力インピーダンス  100 Ω 

パワーインプット 標準.9 V DC、センター・マイナス.
>300 mA (パワーサプライ付属)

MIDI IN + MIDI THRU  標準.5.ピン.DIN.コネクター
USB.ポート ファイル転送、及びソフトウェ

ア・アップデート用ミニ.USB.コネ
クター
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