
 

ユーザーガイド 



 

安全にお使いいただくために

 この取扱説明書で使用している危険防止のマークあ

このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。

このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。

このマークは、ご利用出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

 製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。あ

 注意事項を必ずお読みください。

 注意事項を必ずお守りください。

 すべての警告に従ってください。

 すべての注意事項に従ってください。

 水の近くで使用しないでください。

 お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントバネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招い

たりする恐れがあるので、使用しないでください。

 取扱説明書に従って設置してください。

 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。

 電源プラクは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、 つのブレードのほかに棒状のアース端

子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセント

の取り替えを依頼してください。

 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意

してください。

 付属品は、メー力ーが指定しているものを使用してください。

 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、

損傷や故障の原因にならないよう注意してください。

 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。

 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこ

ぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となりま

す。

 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺楓器とは最低 センチ離し、風通しの良い場所でご利用下さい。

 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピー力—で長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。 聴力低下や、耳

鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください 。

 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでく

ださい。

 警告：火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないでください。

このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前にアダプターのアース線を接地してご使用下さい。

株式会社カスタマーサポート部
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サポート ：



 

ユーザーガイド 

はじめに 

同梱物

本体

ケーブル

電源アダプター

ソフトウェア・ダウンロードカード

ユーザーガイド 保証書

重要： ： から完全版ユーザーガイドをダウンロードしてください。

サポート

この製品に関する最新情報 マニュアル、技術仕様、動作必要要件、互換性情報 、製品登録については、 ：

をご覧ください。

特徴 

トップパネル

 メインディスプレイ：フルカラー・マルチタッチディスプレイは の仕様中の操作に関する情報を表

示します。ディスプレイをタッチ あるいはつまみなどを操作して してインターフェイスをコントロールすることができ

ます。どのように動作するかについては、操作 メインスクリーンを参照してください。

 エンコーダー：使用可能なメニューオプションをスクロールしたり、ディスプレイ内の選択したフィールドのパラメータ

値を調整することができます。エンコーダーを押すことで選択した内容を確定させることができます。

 フットスイッチ・インジケータ：これらのライトは、各フットスイッチに割り当てられたストンプ、リグ、シーンがオン 明る

く点灯 またはオフ 薄暗く点灯のいずれであるかを示します。

 フットスイッチ：設定したモデルやシーンを有効または無効にしたり、設定したリグをロードしたりします。

 マスターボリューム：出力ボリュームの調整を行ないます。

http://www.headrushfx.jp/
http://www.headrushfx.jp/
http://www.headrushfx.jp/


 

リアパネル 

 ギター入力 、 ：標準のインストゥルメント・ケーブルを使用してギターを接続して下さい。

 入力 、 ：オプションのオーディオソース スマートフォン、タブレットなど の出力を ステ
レオケーブルを使用して接続してください。

 エクスプレッション・ペダル入力 インチ 、 ： インチ ケーブルを使用して、オプションの
エクスプレッション・ペダルをこの入力に接続します。

 エクスプレッション・ペダル・トースイッチ入力 、 ：オプションのエクスプレッション・ペダルのトースイッ
チ出力を、 インチ ケーブルを使用してこの入力に接続します。

 出力 、 ：アンプやオーディオインターフェイス等の入力に接続してください。状況に応じてアンプ ライ
ン・セレクターを適切なポジションに設定してください。 つの出力のみを使用する場合は、 とラベリングされ
ている出力を使用してください。

注：これらの出力は、グローバル設定メニューのアンプレベルまたはラインレベル デフォルト で信号を送信するように設定

できます。
 外部アンプ・フットスイッチ出力 、 ：この出力を外部ギターアンプのフットスイッチ入力に接続して、チ
ャンネルをトグルするか、アンプのリバーブをオン オフします。

重要：この出力は、グランドショートタイプのフットスイッチ入力を持つアンプにのみ接続してください。 この出力を他のタ

イプのフットスイッチ入力に接続すると、機器に損傷を与える可能性があります。 ご使用のアンプに グランドショートタイ

プのフットスイッチ入力があるかどうか不明な場合は、アンプのマニュアルまたはメーカーに問い合わせてから試してみて

ください。
 ヘッドホン出力 ：標準の ステレオ・ヘッドホンをこの端子に接続してください。
ボリュームを使用してボリュームを調整してください。

 センド出力 、 ：これらの出力を別のエフェクトモジュール、エフェクトペダル、アンプのエフェクト・
ループリターンのいずれかの入力に接続します。

 リターン入力 、 ：これらの入力を別のエフェクトモジュール、エフェクトペダル、アンプのエフェク
ト・ループセンドのいずれかの出力に接続します。

注：グローバル・リターン・メニューで、ラック・レベルまたはストンプ・レベル デフォルト で信号を受信するように リター

ン入力を設定することができます。
 入力 ：この端子と外部 デバイスの 出力を接続するには、標準の ケーブルを使用してく
ださい。

 出力 スルー ：標準 ケーブルを使用して、この出力から外部 デバイスの 入力に接続し
てください。この出力は、標準の 出力または スルーとして設定可能です。

 ポート：標準の ケーブルを使用してこのポートとコンピュータを接続することができます。この接続により、
は、コンピュータとの間でデジタル・オーディオ信号を送受信できるようになります。また、この接

続では、リグ、モデルプリセット、セッティングリスト、インパルスレスポンス ファイルをインポート エクスポートする
こともできるようになります。この接続はファームウェアのアップデートにも使用することができます。

 通気孔：使用中に通気孔に障害物がないことを確認してください。

 電源入力：付属の アダプターを使用してコンセントに接続します。

 電源スイッチ：このボタンを押すと、 の電源がオンになります。 このボタンを長押しすると、

の電源がオフになります。



 

セットアップ 

はじめに 同梱物に記載されていないものは別売りです。

重要：グローバル設定メニューで、従来のギターアンプを使用している場合は、出力レベルをアンプレベルに設定してくだ

さい。フルレンジ・フラットレスアンプ、ミキサー、 スピーカー、オーディオインターフェイスを使用している場合は、ライン

レベルデフォルト を設定してください。

フルレンジ、特性がフラットなアンプまたは従来

のギターアンプ 

 

外部エフェクト・ストンプボックス、モジュ

ールなど 

 

コンピュータ 

電源 

 

エクスプレッショ

ン・ペダル 

 

アンプ・フットスイッチ入力 

 
重要：この出力は、短いスリーブのフットスイッチ入力を持つアンプにのみ接続して

ください。 この出力を他のタイプのフットスイッチ入力に接続すると、機器に損傷

を与える可能性があります。 ご使用のアンプに 短いスリーブのフットスイッチ入力

があるかどうか不明な場合は、アンプのマニュアルまたはメーカーに問い合わせて

から試してみてください。 

 



 

操作 

この章は、 の機能について説明します。

メインスクリーン 

概要

基本操作

重要：シグナルチェインのモデルの配列は必ずしもフットスイッチ配列と同期はされません。シグナルインチェインを変更す

ることなく自由にモデルを使用可能なフットスイッチに割当ていることができます。これは、ハードウェアのアサインを参照

してください。

モデル を空のスロットにアサインするには、 ＋ をタップして表示される

リストを使用してください。詳細については、リグ 新しいリグを作成するを参照して下さ

い。

モデルのパラメータ画面の右端に表示するには、モデルをタップして選択し緑色の縁を表

示させます。

モデルのセッティング画面を表示するには、そのモデルをダブルタップしてください。

そのセッティング画面にはプリセットメニュー、パラメータ、アサインされた色が表示

されます。

モデルの有効 無効を切り替えるには、アサインしたフットスイッチを押すか、

ディスプレイのフットスイッチをタップしてください。

シグナルチェイン内のモデル

を置き換える場合には、モデ

ルをタップして別のスロット、

またはほかの 2 つのモデル

間でドラッグしてください(その

位置の後ろにあるものは、シ

グナルチェインの 1 つ下のス

ロットに移動されます)。 

 

このバーをタップし、下にドラッグするとリグのリストを表示します。 

 
 リグネーム 

画面内の選択可能な項
目を移動したりパラメー
タを調整するためにこ
のエンコーダーを使用し
ます。エンターコマンド
としてエンコーダーを押
してください。 

 
 

フットスイッチをタップしてオ

ン/オフを切り替えます。 

セットリストを表示します。 

 

 

モデルあるいは

In/Outをダブルタッ

プしてパラメータの表

示/非表示をします。 

 

 

リグを保存します。 

この 4つのブロックは、4つのフットスイ

ッチの現在の機能を示しています。 

 

別のリグに切り替えるとき

に、リバーブとディレイテール

を有効または無効にします。 

リグの異なるルーティング・オ

プションを切り替えます。 

 



 

アンプとキャビネットをデュアルとシングルの設定に切り替えるには、隣にある ボタンをタップします。

別のリグ プリセット をロードするには、次のいずれかの操作を行ってください。：

⚫ 画面上のリグ名をタップし、隣にある◀または▶をタップしてください。

⚫ 画面上のリグ名をタップし、エンコーダーをまわしてください。

⚫ が にあるときに、プリセットに割り当てられたフットスイッチを押します。

⚫ がハイブリッド表示のときは、 または に割り当てられたフット

スイッチを押します。

新しいリグを作成するには、右上隅のボタンをタップし、 をタップします。

現在のリグを削除するには、右上隅のボタンをタップし、 をタップし、続行するには を、キャンセルする

には をタップします。

リバーブ ディレイ・テイル・スピルオーバー

リバーブまたはディレイ・エフェクトを任意のリグでアクティブにした後、別のリグに切り替えてもリバーブやディレイ音を

残す機能です。

現在のリグでこの機能を有効／無効にするには、メインスクリーン上で をタップします。

エフェクトループあるいは オーディオを使用している場合にはこの機能は使用できません。



 

この直線的なシグナルパスがデフォルトもっ

とも一般的です。 

シグナルパス（信号経路）

シグナルチェインを簡単に設定しなおして、さらに複雑なルーティングを作成することができます。

シグナルパスを再設定するには、メインスクリーンの右上の◼◼◼◼をタップします。アイコンは選択したシグナルパスを表

示します（下図参照）。

このシグナルパスは途中で枝分かれし

最後の近くでふたたび合流します。こ

の設定は、 種類のエフェクト（またはエ

フェクトチェーン）を使用したいが、信号

を独立させたい場合に便利です。

スプリットした信号をミックスする方法

については、設定の調整 パラメータ

ミックスを参照してください。

このシグナルパスは、入力後すぐに分

かれ最後の近くで合流します。上のパ

ターン同様に つのタイプのエフェクト

（またはエフェクトのチェーン）を別々に

使用するのに便利ですが、スプリットし

た信号と再合流した後のエフェクトのチ

ェーンをさらに多く使用できます。

スプリットパス信号をミックスする方法

については、設定の調整 パラメータ

ミックスを参照してください。



 

ステレオ モノ

の出力信号は、リグのモデル、シグナルパス、およびどの出力端子を使用しているかに応じてモノラル

またはステレオにすることができます。シグナルパスの最後に表示されるインジケータが現在ステレオかモノかを表示しま

す。

次のいずれかを行うと、信号はステレオになります：

• エフェクトチェーンにステレオのエフェクターを使用した場合。その後にモノラルエフェクターを配置した場合も同

様です モノエフェクトは、両方のチャンネルにかかり、ステレオで独立したまま出力されます 。

• 分岐したパスが出力の前に再び合流しているとき

• ダブルアンプおよび またはダブルキャビネット設定のとき（例： がオンの場合）

次のすべてを行う場合、信号はモノラルになります：

• シグナルチェインにステレオエフェクターを使用しない

• リニア（分岐しない直線的な）シグナルパスを使用する

• シングルアンプおよびシングルキャビネット設定を使用する

また、次のいずれかを行うと、信号はモノラルになります：

• リアパネルの モノラル出力のみを使用

• 設定を ％に減らした場合

ステレオ感の広がりを変化させるには、シグナルパスの最後にある アイコンをタップし、 番目のパラメータノブを回

して 出力設定を調整します。これはモノラル信号ではなく、ステレオ信号のみに影響します。 ％はフルステ

レオ、 ％はモノラル信号を生成します。



 

ビュー 

つのフットスイッチを使用して、モデル（アンプ、キャブ、エフェクト）、シーン、リグ、セットリストを選択・バイパスすること

ができます。これらのフットスイッチは、常に 、 、 、 の つのビューで使用で

きます。

ビューの選択：

 フットスイッチ を押し続けます。

 対応する つのフットスイッチ（ 、 、

、 ）を押してそのビューに入ります。

フットスイッチ 〜 はシグナルチェインのモデル（アンプ、キャビネ

ット、エフェクター）に対応しています。フットスイッチを押してモデ

ルを有効または無効にします。

最初の つのフットスイッチは、保存したリグに対応しています。フ

ットスイッチを押してリグをロードします。

前のバンクを表示するには、フットスイッチ を押します。

次のバンクを表示するには、フットスイッチ を押します。

最初の つのフットスイッチは、モデルのオン／オフか、現在選択

されているリグのシーンを選択するために割り当てることができ

ます。

前のリグに切り替えるには、フットスイッチ を押します。

次のリグに切り替えるには、フットスイッチ を押します。

セットリストに入るには、フットスイッチ を押します。

現在表示されているセットリストを入力するには、フットスイッチ

を押します。

前のセットリストを表示するには、フットスイッチ を押します。

次のセットリストを表示するには、フットスイッチ を押します。



 

リグ 

を使用しているときは、リグはプリセットです。：アサインしたモデルの組み合わせ アンプ、キャビ、エフ

ェクト と、それぞれのパラメータ設定が含まれています。リグを作成、編集、保存、ロードすることができ、パフォーマンス

の各パートでの使用に完璧なサウンドを完璧に呼び出すことができます。

各リグには スロットが用意されており、それぞれに つのモデル アンプ、キャビ、エフェクト をアサインする事ができま

す。例外は、スロットがデュアル設定 ボタンが有効になっているとき でアンプやキャビを使用している場合です。

アサインされたスロットにはモデルのグラフィックが表示され、空のスロットには＋マークが表示されます。

新しいリグを作成する

新しいリグを作成するには、画面右上隅の をタップし、

をタップしてください

モデル アンプ、キャビ、エフェクト を空きスロットにアサイン：

 空きスロット をタップしてください。

 表示されるリストのアサインしたいモデルのタイプをタップして

ください：アンプ、キャビ、エフェクト カスタム 、ディストーショ

ン、ダイナミクス ､モジュレーション､リバーブ／ディレイ、ＦＸ

ループ､エクスプレッション

 表示されているリストの使用したいモデルをタップしてくださ

い。

 表示される次のリストでそのモデルにロードするプリセットを

タップしてください。

 次に表示されるリストで、そのモデルにロードするプリセット

をタップします。

隣接するスロットが空いているスロットにアンプ、またはキャビを

ロードすると最初に選択可能なキャビ、またはアンプがもう一方

のスロットに自動的にロードされます。その後、シグナルチェイン

でシグナルを分割したり、アンプやキャビのタイプを変更したり、

各モデルを個別に削除したりすることができます。

シグナルチェインの最適化

シグナルチェインとは、ギターからのオーディオシグナルが選択したモデルを通り、 のアウトプットで終

わるパス 経路 です。タッチスクリーンを使用して、選択したモデルをお好みの順序に並べ替えることができますが、一部

の設定は、他の設定よりも優れていることがあります。

で素晴らしいリグを作成するための一般的なモデルの配置の提案をいくつか示します。

• シグナルチェインの最初には、ダイナミクス コンプレッサーなど 、フィルター ワウやピッチシフター それとボリュ

ームペダルを配置します。またはシグナルチェインの最後にボリュームペダルを置くことで機能にわずかな変化を

与えることができます。

• ゲインベースのエフェクト オーバードライブ、ディストーション、ファズなどは通常次に接続します。

モデルタイプ：アンプ、キ

ャビ、エフェクト 

各タイプに対応し

たモデル 

 

各モデルのプリセット 

 



 

• イコライザー は、オーバードライブやディストラクション、ファズのトーンを整えるために使用する場合が多い

ので、後ろに を接続します。または、ゲインペダルの前にギターのトーンの不要部分をカットするために前に接

続する場合もあります。

• 通常は、次にフランジャー、フェイザー、コーラスなどのモジュレーション・エフェクトを配置します。

• ディレイ、リバーブなどのタイムベースのエフェクトは一般的にシグナルチェインの終わり近くに配置します。

• アンプとキャビネット キャビ は、シグナルチェインの最後に配置するのが一般的ですが、どこにでも配置すること

ができます。

リグの保存

リグに変更を加えた場合、画面上部にアスタリスク ＊が表示され、リグに何らかの変更を加えたことを表示し、それを保

存することができるようになります。

次のいずれかの操作を行った場合、アスタリスクが表示されます。

• リグにモデルをアサインした場合。

• リグからモデルを削除した場合。

• シグナルチェイン内のモデルを移動させた場合。

• モデルのプリセットを変更した場合 詳細については、セッティングの調整を参照してください 。

• ハードウェア・アサイン画面で変更を行った場合。 詳細についてはハードウェア・アサインを参照してください

モデルを有効、無効にする、任意の画面でパラメータノブを使用する、または任意の画面でエクスプレッション・ペダルを

使用してもアスタリスクは表示されません。

これらの変更をリグに保存したり、別のリグとして保存したり、すべてを破棄することができます。

アスタリスクが表示された状況で別のリグをロードしようとすると次のいずれかのオプションを選択するように求められ

ます。

：現在のリグを保存せずに新しいリグをロード、または前の画面に戻ります。

：以前のリグの変更を保存せずに新しいリグをロードします。

：現在のリグを新しいリグとして保存します。画面が表示されたら、表示されたキーボードを使用して名

称を入力し、 をタップしてください。そのリグが保存され、新しいリグがロードされます。

：リグに行った変更を保存し、新しいリグを保存します。

リグを保存するには、右上隅にある をタップしてください。

現在のリグに変更を保存するには、 をタップしてください。

変更を新しいリグとして保存するには をタップし、

表示されたキーボードを使用して名称を入力し、 をタップしてください。

保存せずに前の画面に戻るには、 をタップしてください。

リグの名称を変更するには、右上隅のボタンをタップし、 をタップしてください。

リグに加えた変更を破棄するには、右上隅のボタンをタップし、 をタップしてください。



 

リグの削除

リグを削除するには、右上隅のボタンをタップして、 をタップします。削除を続行するには を、取り消す

ときは をタップします。



 

セッティングの調整 

リグ内のアイテムの設定を調整するには、そのアイテムをダブルタップしてセッティング画面を開きます。モデル（アン

プ、キャビネット、エフェクター）、入力（ アイコン）、出力（ アイコン）、ミックス アイコン のすべてを設

定できます。

概要

モデル名をタップすると

別のモデルをこのスロッ

トにアサイン可能です。 

画面上の選択可能な項目を

移動したり、パラメータを調

整するには、エンコーダーを

回してください。エンターコ

マンドの入力にはエンコーダ

ーを押してください。 

カラーをこのモデルにアサインするためにカラー

をタップしてください。そのカラーは、メインスク

リーン、ハードウェア・アサイン画面、このモデル

のフットスイッチ・インジケータに表示されます。 

変更を保存してメインスクリーンに戻るには 
をタップしてください。 

このボタンをタップして、 をタップすると、この

画面を開いてから行った変更は破棄されます。

メニューをタップしてプリセットを選択します。 

をタップして 変更を破棄し、メインスクリ

ーンに戻ります。 

 

をタップして、

モデルをこのスロット

から削除します。 

プリセットの保存をご参照ください。 

. 

パラメータの設定を調整す

るには、左右にスライダをタ

ップしてドラッグします。 ま

たは、スライダをタップし、エ

ンコーダーを使用して微調

整を行います。 

パラメータの ボタン

をタップすると、パラメータ

の設定が変更されます。 



 

 

パラメータ

それぞれのリグ内のアイテムを調整するパラメータです。アンプ、キャビネット、エフェクター、入出力設定、ミックス設定（ス

プリットしたシグナルパスを使用している場合）があります。パラメータを調整した後にプリセットを保存する方法につい

ては、プリセットを保存するを参照してください。

カテゴリは代表的なギターアンプのリストです。

：現在のアンプのプリセットで。アンプとそのすべて

の設定、カラー割り当てが含まれます。

：アンプ・モデルです。

：選択したアンプ・モデルの設定です（アンプ

によってセッティングが変わります）。

：色を割り当てます。この色はハードウェア・アサイン

画面に表示され、アンプがスイッチに割り当てられている場

合はスイッチインジケータに表示されます。

カテゴリは、スピーカーを含む代表的なキャビネットの

リストです。 はキャビネットの音だけで

なくそれを録音する様々なマイクのサウンドも再現します。

：キャビネットとそのすべての設定、色の割り当て

を含む現在のプリセットです。

：キャビネットのタイプです。 と表記され

た数字はスピーカーの数とサイズを示します（たとえば

は インチのスピーカーを 基、 は イン

チのスピーカーを 個搭載したキャビネットを表しま

す）。 と記されている数字はエミュレートされたワッ

ト数（出力パワー）を示します。

：キャブに使用されているマイクのタイプです。ダ

イナミック（ ）、コンデンサー（ ）、またはリボン

（ ）マイクなどの様々なモデルを選択できます。

：マイクの設定です：

：これは、スピーカー「ブレークアップ」の量を決定します。これは、オーディオ信号がスピーカーをオーバー

ドライブするときに発生する自然な歪みです。

：キャブに対するマイクの位置を決定します。軸上のポジション（ ）は、マイクをスピーカーの中央に配置し

ます。これにより、より明るい音が得られ、サウンドが鮮明になります。軸外のポジション（ ）は、スピーカーの中

央からわずかにずれており、ダークなトーンになります。

：キャブの出力ゲインレベルです。

：ここで割り当てた色はハードウェア・アサイン画面あるいはキャビネットがスイッチに割り当てられている場合は

スイッチインジケータに表示されます。



 

 

エフェクトにはいくつかの種類があります。調整できる箇所はエフェクトのタイプによって異なります。

リグのモデルに入る信号をコントロールします：

：現在の入力プリセットでディスプレイの右端に

設定とロック／アンロック状況が含まれます。

：入力設定がロックされているかロック解

除されているかを決定します。

ロックが解除されると、新しいリグをロードしたと

き入力設定が新しいリグのものに変更されます。

メインスクリーンでの鍵アイコンはグレー表示にな

ります。

ロック中は、リグに関係なく設定は「グローバル」入

力設定として保持されます。メインスクリーンの鍵

アイコンは赤になります。

：入力をギター入力（ ）かリターン入力の右チャンネル（ ）のどちらにするかを決定します。この

メニューはグローバル・セッティングで が に設定されている場合にのみ表示されます（詳しくはグロ

ーバル・セッティングを参照ください）。

：現在の入力信号のレベルを示します。

：ギターからリグに送られる信号のゲインを調整します。使用可能な範囲は 〜 です。

：ノイズゲートを開くために必要な信号レベルを決定し、ギターの信号をリグに送ります。使用可

能な範囲は 〜 です。スレッショルドは入力レベルメーター上に白線で表示されます。

：入力信号が止まった後にノイズゲートが閉じる時間を制御します。調節可能な範囲は 〜

です。

： 接続をしたコンピュータから に送信されるオーディオ信号のレベルを制御します。

使用可能な範囲は 〜 です。

：フィルタースイープを制御します。シングルコイルのピックアップを装備したギターのハムノイズを減

らすことができます。使用可能な範囲は 〜 です。



 

 

出力に送られる信号の制御をします：

：現在の出力プリセットで、ディスプレイの右端にそ

の設定があります。

：この画面に表示される出力コントロールの後

の信号レベルをメーターで示します。 画面で

この信号を送る出力を設定できます。これについては、グ

ローバル・セッティングを参照してください。

：アウトプットから送られるオーディオレベルを

制御します。使用可能な範囲は 〜 です。

：出力信号が使用するステレオフィールドの量を

制御します。 ％は完全なステレオフィールド、 ％はモ

ノラル信号となります。この設定はステレオ信号のみに影響します。 がステレオ信号とモノラル信

号を処理する方法については、メインスクリーン ステレオ モノを参照してください。

スプリットされた信号パスのミックスを制御します。これはパ

スがスプリットされたリグでのみ使用できます（詳細は、メイ

ンスクリーン シグナルパスを参照）。 ：

：現在のミックスプリセットで、ディスプレイの右端

にその設定があります。

：信号経路の上側（ ）と下側（ ）の音量

を制御します。範囲は 〜 です。

：信号経路の上部（ ）と下部（ ）のパン（ステレ

オフィールドの位置）を制御します。範囲は ％〜 ％

です。

：信号経路の上側（ ）と下側（ ）のブランチ間のタイミングオフセットを制御します。範囲は 〜

です。値が負（ ）の場合、 ブランチを遅らせ、値が正（ ）の場合、 ブランチを遅延させます。

プリセットを保存する

プリセットを保存するには、右上隅の をタップして下

さい。

現在のプリセットへの変更を保存するには、 をタップして

ください。

変更を新しいプリセットとして保存するには をタップし、表示されたキーボードを使用して名称を入力し、

をタップしてください。

保存せずに前の画面に戻るには をタップしてください。



 

 

ハードウェア・アサイン 

ハードウェア・アサイン画面では、 のフ

ットスイッチ、エクスプレッション・ペダル、パラメータノブが各リ

グにどのようにコントロールするかをカスタマイズすることがで

きます。

ハードウェア・アサイン画面を開くには、メインスクリーンの右

上隅にあるボタンをタップし、 をタップ

してください。

メインスクリーンに戻るには、左上隅のボタンをタップして

ください。

リグに設定されたカラーを変更するには、画面の左上部をタップしてください。このカラーは、使用可能なすべてのリ

グのリストを表示する時、またはセッティングリストを表示して作成する時にリグ名の隣に表示されます。

がリグビューの場合、対応するフットスイッチ・インジケータのカラーにもなります。

リグのタイムベースのエフェクト ディレイ、モジュレーションなどのテンポを設定するには、 の下のボタンをタッ

プして または から選択してください。

：最後に使用したテンポ、または フットスイッチで設定されたテンポを使用します。

テンポを設定するには、望ましいテンポでテンポフットスイッチを 分当たりの拍数 で ～ 回押し、新

しいテンポを設定してください。

：リグで設定しているテンポを使用します。

テンポを設定するには、エンコーダーを回して希望のテンポを拍数 で設定することができます。

ハードウェア・アサイン画面でのみテンポの設定が可能です。

フィールドは、リグの プログラムチェンジ・ナンバーを設定します。 が プログ

ラムチェンジ・メッセージを送受信できるかどうかを判断するには、グローバル・セッティング画面のプログラムチェン

ジ・セッティングを使用してください。詳細については、グローバル・セッティング セッティングを参照してくだ

さい。

プログラムチェンジ・ナンバーをセットするには、エンコーダーを使って選択してください（ ～ ）。

重要：ハードウェア・アサインの設定は、すべてがリグの一

部なので、変更を保存することができます。 

重要：リグがナンバーを使用している場合、そのナンバーは別のリグにアサインし使用することはできません。また、リグ

を新しい名前で保存するとリグは保存されますが、(同じナンバーを共有することを防ぐために)プログラムチェンジ・ナ

ンバーは保存されません。 



 

 

フットスイッチ

左下の つのボックスは、 の中央の つのフットスイッチを表しています。シグナルチェイン内の位置

に関わらず、任意のフットスイッチに任意のスイッチベースのパラメータ 種類の状態のみを持つもの を割り当てること

ができます。

フットスイッチにパラメータをアサインする：

1. ボックスをタップしてください。＋は、空のボックスであることを

意味します。

2. 表示されたリストからアサインしたいモデルのパラメータをタップ

してください。

3. 表示されたリストの中から、アサインしたいパラメータをタップし

てください。通常、パラメータは、オンになります 有効 無効の選

択が可能 。

×をタップしてアサインを解除することができます。

4. ハードウェア・アサイン画面でそのフットスイッチの

をタップして動作方法を設定できます。

に設定すると、それぞれのボタンがモデルをオン オフすることができます。

に設定すると、フットスイッチを押し続けるとオン、放すとオフになります。

箇所のアサインを入れ替えるには、一つをタップし、ドラッグした後に放してください。

外部アンプ （ ）

外部アンプ出力を使用して、スイッチを割り当ててアンプのフットスイ

ッチ入力に信号を送ることができます。 この機能を使用して、クリー

ンチャンネルからダーティチャンネルへの変更やアンプでのリバーブ

のオン オフなどを行うことができます。

リグに切り替えるときにこの機能を使用するには、ハードウェアアサ

インページの の下にあるボタンをタップし、 、 、

のいずれかを選択します。 使用する設定が不明な場合は、アンプの

マニュアルまたはメーカーに問い合わせて確認してください。

この機能は、フットスイッチの機能を割り当てているときに表示され

る、モデル選択（ ）ページのフットスイッチに割り当てることも

できます。この機能は、シーン・エディタ画面でパラメータを調整することによ

ってシーンに割り当てることもできます。

重要！ この出力は、グランドショートタイプのフットスイッチ入力を持つアンプにのみ接続してください。 この出力を他の

タイプのフットスイッチ入力に接続すると、機器に損傷を与える可能性があります。 ご使用のアンプに グランドショートタ

イプのフットスイッチ入力があるかどうか不明な場合は、アンプのマニュアルまたはメーカーに問い合わせてから試してみ

てください。



 

 

シーン

シーン機能を使用すると、各リグで複数のモデルをオンまたはオフにすることができます。 シーンに割り当てられたフット

スイッチを押すと、そのシーンに含まれるすべてのモデルが、設定に応じてオンまたはオフになります。 これは、同じリグで

複数のトーンを作成するのに最適な方法です。 例えば、特定のディストリビューション・モデルがオンのときに、特定のリバ

ーブ・モデルをオンにしたい場合があります。 また、別のモデルをオンにすると、 つのディレイ・モデルをオフにすること

もできます。シーンでは、 つのフットスイッチだけでこれを行うことができます。

シーンを作成、編集するには：

 ハードウェア・アサイン画面で、 をタップして目

的のフットスイッチを選択し、使用可能なオプションを選択し、

を選択します。

 そのモデルで をタップします。 シーン・エディタが表示さ

れ、リグのすべてのモデルが表示されます。

 リグの各モデルをタップしてオプションを確認します：

⚫ ：シーンをオンにするとオンになります。

⚫ ：シーンをオンにするとオフになります。

⚫ ：シーンをオンにしても影響を受けません。

 タッチスクリーンの下部にある色をタップして、シーンの色を

選択します。

 ハードウェア・アサイン画面に戻るには、左上隅の  ボタンを

タップします。

シーン（フットスイッチのインジケータに表示されています）の名前

を変更するには、モデル上の の下のボックスのシーン名のテ

キストをタップし、表示されたソフトキーボードを使って新しい名

前を入力し、テキストフィールド以外をタップして完了です。



 

 

エクスプレッション・ペダル

オプションのエクスプレッション・ペダル（別売）を接続すると、 つのパラメータ（クラシックモード）または つのパラメー

タセット（アドバンストモード）をコントロールできます。 エクスプレッション・ペダルにトースイッチがある場合は、トースイッ

チを使ってエクスプレッション・ペダル または を切り替えることができます。

つのボックスの列は、エクスプレッション・ペダルの設定を表します。

エクスプレッション・ペダルには、 つ、または複数の連続的に調整が可能な

パラメータ 値の範囲を持つもの をアサインすることができます。

エクスプレッション・ペダルのモードを設定するには、 の上にあるボタン

をタップして または を選択します。

：各エクスプレッション・ペダル と に つのパラメータをアサインするこ

とができます。トゥースイッチを使用すると他のエクスプレッション・ペダルが選択

され、現在のエクスプレッション・ペダルのパラメータが無効バイパスになります。

例えば、エクスプレッション・ペダル にワウペダル、エクスプレッション・ペダル

にボリュームペダルをアサインした場合、そのうち、 つだけが有効になります。ワ

ウペダルをコントロールしているときは、ボリュームペダルはバイパスされ、その反

対も同じです。

：各エクスプレッション・ペダル と に最大 種類のパラメータをアサ

インすることができます。ペダルを動かすとアサインされたすべてのパラメータが

同時に調整されます。トゥースイッチを使用すると、他のエクスプレッション・ペダル

が選択され、現在のペダルのパラメータはアクティブのまま最大値になります。

重要：クラシックモードを選択している場合、エクスプレッション・ペダルに割り当てら

れているパラメータは編集できません（ロックアイコンが表示され、これを示すため

に他の画面でグレー表示されます）。エクスプレッション・ペダルに割り当てられてい

るパラメータは、アドバンストモードで編集できます（他の画面ではペダルアイコンが

表示されます）。

エクスプレッション・ペダルにパラメータをアサインする：

1. ボタンがオンになっていない場合はタップしてくだ

さい。

2. ボタンの下のボックスをタップしてください。＋は空

のボックスを意味します。

3. 表示されたリストの中から、アサインしたいモデルのパラメー

タをタップしてください。

4. 表示されたリストの中から、アサインしたいパラメータをタッ

プしてください。

×をタップしてアサインを解除できます。

アドバンスモード時に 種類のアサインを交換するには、一つをタップし、ドラッグした後に放して下さい。

アサインしたパラメータの範囲を設定する：

1. ボタンがオンでない場合、それをタップしてください。

2. ボタンの下の値をタップしてください。

3. エンコーダーを回して希望の値をパーセンテージで設定してください。

エンコーダーを押すか、他の場所をタップして値を確定してください。



 

 

セットリスト 

セットリストを使用してリグを整理することができます。セットリストは、保存して後で呼び出す事のできるリグを保存し

たコレクションです。これはパフォーマンスのためにリグの一部が必要な場合などに便利です。これらのリグだけのセッ

トリストを保存可能なので、次の曲を演奏する前に使用するリグを検索する時間が必要なくなります。

セットリストを表示するには、メインスクリーンの左上隅にある  ボタンをタップしてください。セットリスト画面が表示

されます。

メインスクリーンに戻るには、左上隅の ボタンをタップしてください。

セットリストの作成：

1. 右上の をタップしてください。

2. 表示された画面の左半分は、すべての利用可能なリグのリストで右半

分は、セットリスト内のリグのリストです。

リグをセットリストに加えるには、それをタップしてリストの最後に加え

てください。また、それをタップ＆ホールドして、リスト内の目的の場所

にドラッグしてください。同じリグを複数回セットリストに追加すること

ができます。左上隅 ＋リグは、セットリストを簡単に並べ替える

ためのプレースホルダーとして使用するためのスロットです。セットリ

ストのリグを移動させるときは、選択可能なリグとして使用することは

できません。

セットリストを並べ替えるには、右半分オリストでリグをタップ＆ホー

ルドしてリスト内の目的の位置にドラッグしてください。

リグをセットリストから削除するには、右端の×をタップしてください。

セットリストを保存するには、右上隅にある をタップしてください。

現在のセットリストへの変更を保存するには タップしてください。

変更した内容を新しいセットリストとして保存するには、

をタップし、表示されたキーボードを使用して新しい名称を入

力し をタップしてください。

保存せずに前の画面に戻るには、 をタップしてください。

セットリストに加えた変更を破棄するには、左上隅のボタンをタップし、 をタップしてください。

セットリストをロードする：

1. メインスクリーンを表示し、左上隅の  ボタンをタップしてセットリスト

画面を表示してください。各セットリストには、リグ数がカッコ内に表示

されます同じリグの複数インスタンスを含む 。

2. オプション：左上隅の虫眼鏡アイコンをタップし、表示されるバーチャル

キーボードを使用して検索ワード セットリスト名の一部など を入力し

てください。その結果は下部に表示されます。

3. 目的のセットリストをタップしてください。そのセットリストの最初のリグ

はすぐにロードされます。 をタップすると、特定のセットリストの

代わりにすべてのリグを表示することができます。

セットリストをエディットするには、左側のボタンをタップし、鉛筆アイコンをタップしてください。セットリストを作成

する時に使用したものと同じ画面が表示されます。この画面では、エディットや保存が可能です。

セットリストを削除するには、左側のボタンをタップし、ごみ箱アイコンをタップしてください。削除を確定する場合は

をタップし、削除せずにセットリスト画面に戻るには、 をタップしてください。



 
 

ハンズフリーモード 

ハンズフリーモードでは、フットスイッチやオプションのエクスプレ

ッション・ペダルだけでモデルの設定を調整できます。 別売り

ハンズフリーモードに入るには、フットスイッチ を 秒以上押し

続けます。 ハンズフリーモードでは、画面には つのパラメータと

現在選択されている値が表示されます。

値を変更するには、フットスイッチ （下）またはフットスイッチ

（上）を押します。 外部エクスプレッション・ペダルを動かすことで

これを変更することもできます。

次のパラメータにアクセスするには、フットスイッチ を押します。

前の使用可能なパラメータにアクセスするには、フットスイッチ

を押し続けます。

リグの次のブロックにアクセスするには、フットスイッチ を押し

ます。

ハンズフリーモードを終了するには、フットスイッチ を押し続け

ます。

チューナー テンポ

ページを使ってギターをチューニングし、時間ベース

のエフェクトのテンポを設定することができます。

モードに入るには、フットスイッチ を 秒以上押

し続けます。 モードでは、右の画面が表示されます。

チューナーの基準ピッチを変更するには、パラメータをタップして

エンコーダーを回します。

チューニング中に信号のミュートを解除するには、フットスイッチ

を押します。

フットスイッチをタップしてテンポを入力するには、設定したい

テンポでフットスイッチ を 〜 回押し、テンポを拍数（ ）で

設定します。

このページを終了するには、フットスイッチ を押します。



 
 

ルーパー 

には、演奏を重ねる用途で使用可能なルーパーが内蔵されています。ルーパーの操作はディスプレ

イに表示されますが、フットスイッチを使ってルーパーのほとんどの操作を便利にコントロール可能です。

ルーパーは、最大 レイヤーを重ねることができ、 分間のオーディオをホールドすることができます。

ループの最初のレイヤーを録音するには フットスイッチを押してください。すぐに録音が始まり、フットスイッチ

のインジケータが赤く点灯します。 フットスイッチをもう一度押すと、録音を停止し、ループ再生を開始します。

フットスイッチは となり、フットスイッチ・インジケータは黄色くなります。

追加のレイヤーをループに重ねて録音するには、 フットスイッチを押してください。オーバーダビングがすぐ

に始まり、フットスイッチ・インジケータが赤く点灯します。オーバーダビングを停止して再生を続けるには フ

ットスイッチをもう一度押してください。

ループの一番上の 最後に追加した レイヤーを消去するには、 フットスイッチを押してください。ループの一番上の

レイヤーはすぐに消去されます。このプロセスは、ディストラクティブ 破壊編集なので、後から再追加することはできま

せん。

完全なループをクリアするには、 フットスイッチを長押しします。これにより再生を停止すると、後で再追加するこ

とはできません。

ループの長さを半減または 倍にするには、 フィールドの横にあるボタンをタップし、エンコーダーを回します。

半減したループの長さを 倍にすることで元のループとその内容を復元できます。

ルーパーの速度を 倍にするには、 フィールドの横にあるボタンをタップし、エンコーダーを回します。

ヒント：通常は演奏できなかった低音や超高音域を作成するときに使用します。

逆再生するには、 フィールドの横にあるボタンをタップし、エンコーダーを回します。

ヒント：レイヤーにフレーズを逆回転で録音してから通常再生すると個性的な効果を得ることができます。

リグ名 

出力するルーパー信号の

量をコントロールします。 

 

別のレイヤーを録音すると

きに、どのルーパーの信号

が戻ってくるか設定しま

す。 

録音、再生中のル

ープ内の現在地を

示します。 

 

オリジナルのループを

含めて現在のループ

で再生されているレイ

ヤーの数を表示しま

す。 

 

ループの現在の速度

をオリジナルの倍

数、または分数で表

示します。 

 

再生の方向を示します。 これは、ルーパーがシグナルチェインの

前（ ）または後（ ）にあるかどうか

を示します。ルーパーを 位置に動か

すと、同じリフを何度も繰り返すことな

く、リグを編集できます。

現在のループの長さを表

示します。 



 
 

ルーパーの位置を設定するには、 フィールドの横にあるボタンをタップし、エンコーダーを回して信号チェー

ンの前（ ）または後（ ）に配置します。ルーパーを ポジションに動かすと、同じリフを何度も繰り返し再生する

必要なく、リグを編集できます

ルーパーを終了してメインスクリーンに戻るには、 フットスイッチを押します。ルーパーが再生されている場合は、

再生が継続されます。 フットスイッチを 秒間長押しすると、ルーパーに再入力せずにルーパーの再生を停止で

きます。

フットスイッチをもう一度押すだけでルーパーに再入力可能になります。

ヒント：この機能を使用してレイヤーごとに異なるエフェクト・セッティング パラメータの調整、モデルのオン オフ等 を

作成し異なった質感を加えることができます。ルーパーを使用しながらリグを変更し、各レイヤーに異なるリグを使用

する事も可能です。



 
 

グローバル・セッティング 

グローバル・セッティングを使用して の全体

的なセッティングを行うことができます。

グローバル・セッティングを表示するには画面右上にある 

ボタンをタップし、 をタップしてください。

グローバル設定の各ページを選択するには、画面の下端にあ

る番号をタップします。

：メインスクリーンの明るさを設定します。

このフィールドをタップしてエンコーダーを回し 暗～ 明を調整し、エンコーダーを押してください。

オーディオ設定：

：メイン出力（ インチ 、 ）に送信される信号レベルを設定します。 に設定すると、

出力レベルは になります。この設定では ギターボードをフルレンジのフラットレスポンスアン

プ、 スピーカー、ミキサー、オーディオインターフェイスのいずれかに接続します。 にすると出力レベルは

になります。従来のギターアンプに接続するときの設定です。

： リターン入力（ インチ 、 ）で受信する信号レベルを設定します。 に設定す

ると、出力レベルは になります。 の にラック・エフェクト・プロセッサーを接

続している場合はこの設定をご利用ください。 に設定すると、出力レベルは になります。

に従来のギター・ペダル（「ストンプ・ボックス」）を接続する場合は、この設定を利用してください。

オーディオ設定：

ユーザーへの注意： をコンピュータに接続する前に、 から必要

なドライバをダウンロード インストールしてください。

： オーディオ信号のサンプルレートを ｋ 、 、または から選択することができます。

のサンプルレートと同じサンプルレートを選択してください。また、 を開く前に設定してください。

： が 接続経由で オーディオを送信するかどうかを設定します。 をタップす

ると、選択したサンプルレートで オーディオを送信します。 をタップすると オーディオ信号は無効になりま

す サンプルレートを変更するには、まず オーディオをオフにし、正しいサンプルレートを選択した後に オーデ

ィオをオンに戻してから を再起動させてください 。

： が 接続からどのようにオーディオ信号を送信するか、また出力がどのように機能

するかを設定します。：

⚫ ：オーディオ信号は、 の出力と同じものがコンピュータに送られます。

⚫ ：オーディオ信号はコンピュータのみに送信されます。 の出力は、モニター中のレイテン

シーを防ぐために無効になります。

⚫ ：お使いのコンピュータから にオーディオ信号を送り、現在のリグを使用して処理をし

た後にコンピュータに戻します。 の出力は、モニター中のレイテンシーを防ぐために無効にな

ります。

セッティング： が外部デバイスとの間で 情報を送受信する方法を設定します。この設

定は、 の 入出力にのみ影響します。

： をタップすると、 出力が スルーとして機能します。； の 入力に

送られた 情報を、直接 出力スルーに送ります。 の 出力を正しく機能させたい

場合は をタップしてください。； は 出力から、独自の 情報のみを送信します。



 
 

： をタップすると、 が クロック情報を受信するようになります。

をタップすると、 の内蔵 クロックを使用します。これは外部に送信できません。

： をタップすると、リグをロードする際に の プログラムチェンジ・メッ

セージの送信を有効（または無効）にすることができます。 をタップすると、 が外部

機器からの プログラムチェンジ・メッセージを受信するようになります。

： が メッセージを送受信する チャンネルを設定します。このフィールドを

タップしてエンコーダーを回してチャンネル ～ ，または すべてを選択し、エンコーダーを押してください。

リマインダー：

未保存の確認：

この設定は、未保存の変更がある間にリグを変更すると、確認メッセージを表示すべきどうかを設定します。 メッセー

ジを有効にするには を、無効にするには をタップするか、 このダイアログを以

後表示しないをタップします。

アサイン：

：モデルがどのようにスイッチにアサインされるかを設定します。モデルをロードする時に使用可能なスイ

ッチに自動的にモデルをアサインするには をタップしてください。モデルをスイッチにアサインせずにロードする場

合は、 をタップしてください。その場合、ハードウェア・アサイン画面において手動でアサインする必要があります。

グローバル ：

ページ のこれらの設定は、出力にイコライゼーションが適用さ

れるかどうかを設定します。このイコライザーは バンド・パラ

メトリック・イコライザーです。

ヒント：これらの設定は、会場が、元々プリセットを作成した場所

とは異なる音響特性を持っている場合（例：会場がブーミア。防

音対策のリハーサルスペースが ハイエンド。）に有効です。 この

ページでは、すべてのプリセットに永久保存することなく、追加

イコライゼーションをすばやく適用する方法を説明します。

：出力のイコライゼーションが有効（ ）または無効（ ）

かどうかを設定します。

：出力のオーディオ信号レベルをブーストまたはカットするかどうかを設定します。この値は、マスターノブで設定

したレベルに適用されます。

＆ ：最低周波数帯域（ローバンド）と最高周波数帯域（ハイバンド）に適用されるイコライゼーション

のタイプ（シェルフまたはカット）を設定します。

、 、 ＆ ：これらの周波数帯のそれぞれの つの設定によって、等化の形状が決まります。

第 設定（ ）は、低周波数帯域、低中周波数帯域、高周波数帯域、高中周波数帯域の中心周波数を設定します。

第 設定（ ）は、イコライザーが対応する周波数帯域で信号をどれだけブーストまたはカットするかを設定し

ます。

第 設定（ ）は、周波数帯域の幅を設定します。設定値が高いほど、中心周波数付近での帯域幅が広がります

（最初の設定）。この設定は、低域または高域がシェルフまたはカットに設定されている場合に適用されます。



 
 

USB 

の でコンピュータと接続すると、ファイル転送と設定（リグ、設定リスト、プリセットなど）の転

送、レコーディング（デジタルオーディオワークステーション（ ）への）、リアンピングが可能になります。

ファイル転送と設定

接続を使うとリグ、セットリスト、モデルプリセット、および またはインパルスレスポンス（ ）ファイルをコンピュー

タと 間で転送することができます。

変更を加える前にファイルのバックアップコピーをコンピュータに作成することをお勧めします。

重要： 

処理中に を取り外さないでください。

サポートされていないファイルは無視されます。

リグ、セットリスト、モデルプリセット、 ファイルなどのファイル構造をコンピュータ上で整理して、

の「ドライブ」に示されているファイル構造と同じにすることをお勧めします。

－コンピュータ間でのファイル転送：

 標準の ケーブルを使用して の ポートとコンピュータを接続します。

 コンピュータの電源が入っている状態で、 の電源スイッチを使って電源を入れます。

 画面の右上隅にあるボタンをタップし、さらに をタップします。

 画面右上隅にあるボタンをタップし、 をタップします。コンピュータ上で

は という大容量ストレージデバイスとして表示されます。

ユーザー：初めてこのコンピュータに接続した場合は、クラス準拠のドライバをインストールするまで数分

待つ必要があります。

 ドライブを開きます。 とコンピュータの間で自由にコンテンツを移動できます。 の

内容に加えた変更は、次の手順 が終了するまで確定しませんが、コンピュータ上のファイルに対する変更はすべ

て即時に行われます。

への変更を適用するには、 をタップし変更を「確定」します。 がファイルを分析

してインポートしている間、ディスプレイ上進捗状況がメーター表示されます。プロセスが終了すると通常の

画面に戻ります。

への変更をキャンセルするには、左上隅の  をタップします。これでキャンセルできますがコンピュー

タ上のファイルに対する変更は残ります。

レコーディング

の ポートをコンピュータに接続して を ビットオーディオインターフェイ

スとして使用することにより、オーディオを再生したりオーディオ信号をコンピュータに送信することができます。サン

プルレートは 、 、 です。

ユーザーのための重要な注意： をコンピュータに接続する前に、必要なドライバを

からダウンロードしてインストールしてください。

オーディオインターフェイスとして を使用するには、コンピュータのコントロールパネル

（ ）またはシステム環境設定（ ）を開き、サウンド オーディオ設定を開き、録音 入力、再生 出力用デバ

イスとして を選択します。

は、オーディオを チャンネル別々にコンピュータに送信することができます。

のオーディオ信号をデジタルオーディオワークステーション（ ）に録音する前に、録音するチャンネルを選択します：

：すべてのアクティブエフェクトが適用されたマスター出力の左チャンネル。



 
 

：すべてのアクティブエフェクトが適用されたマスター出力の右チャンネル。

：エフェクトをかけずにギター入力のモノラルチャンネル。

： と同じ信号。

は、コンピュータから つの別々のオーディオ信号チャンネルを受信できます。チャンネルのルーテ

ィングは次の通りです：

：コンピュータのオーディオ信号の左チャンネル。 のマスターアウトプットとフォーン出力から

直接送信されます。

：コンピュータのオーディオ信号の右チャンネル。 のマスターアウトプットとフォーン出力から

直接送信されます。

：お使いのコンピュータのオーディオ信号のモノラルチャンネル。 に再び送ることができます

（下記のリアンピングをご参照下さい）。

：ここでは使用されません。

重要： のマスター出力を に設定することを忘れないでください。

リアンプ

リアンプ（ ）は、録音済みのオーディオ信号をアンプにもう一度通す作業です。この場合 から

を通してオーディオを送信し、それを に録音し直します。すでに録音されたギターのサウンドを弾き直

さなくても変更できるので時間の節約になります。

を使用してオーディオ信号をリアンプするには：

 上で録音 入力と再生 出力の両方のオーディオインターフェイスとして が選択されてい

ることを確認します。

 目的のトラックの出力を に割り当てます。

 の画面の右上隅にあるボタンをタップし、 をタップします。

 画面で、 の横にある をタップします。

その際 が と同じレートに設定されていることを確認してください。サンプルレートを変更する

には、まず を に設定し、正しいサンプルレートを選択、 を再び に設定し を再起

動します。

 で新しいオーディオトラックを作成し、その入力を割り当てます。ステレオ入力信号の場合は を選択しま

す。モノラル入力信号の場合は、 を選択します。

 リアンプを開始する箇所をロケートします。

 で、リグ、モデル、またはその他のパラメータを選択して、必要なサウンドを呼び出します。

 で録音を開始します。リアンプするトラックは を通して送信され、作成したオーディオトラ

ックに録音されます。



 
 

付録 

技術仕様 

フットスイッチ ライト付きフットスイッチ

ノブ ° マスター・ボリューム・ノブ

° ナビゲーション データエンコーダー

ディスプレイ タッチインターフェイス、フルカラー バックライト付きディス

プレイ

対角線

コネクター インチ 入力 ギター

インチ 入力 エクスプレッション・ペダル

インチ 入力 エクスプレッション・ペダル・トゥ・

スイッチ

インチ ステレオ入力 補助装置

インチ 出力 外部アンプスイッチ

インチ 入力 送信

インチ 出力 リターン

ピン 入力

ピン 出力 スルー

タイプ ポート

電源入力

パワー 電源アダプター

、 、センタープラス

サイズ

重量

仕様は断りなく変更になる場合がございます。

商標およびライセンス 

は、米国および他の国々で登録された 、 の商標です。

および は、米国およびその他の国における 、 の商標または登録商標です。

は、米国 の米国およびその他の国における登録商標です。

他のすべての製品名、会社名、商標、または商号は、それぞれの所有者のものです。
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