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パイロットガイド



Line 6 および LowDown は、Line 6, 
Inc. の商標です。すべての製品名は、
それぞれの所有者の商標であり、Line 6 と
は、関連も提携もしていません。製品
名、画像およびアーティストの名前は、
この製品のための Line 6 のサウンド
モデルの開発研究で、製品を識別する目的の
みに使用されています。これらの製品、商標、
画像およびアーティストの名前は、いかなる
協力や承認も得ていません。



安全上のご注意を良くお読みください。 
この取扱説明書は大切に保管してください。

LowDown をご使用になる前に、この操作説明および安全のための提案の該当する項目をよくお読みください。
1. アンプおよび LowDown LD15 のマニュアルにある、すべての警告を遵守してください。
2. 100～120V または 200-240V、47～63Hz の交流電源にのみ接続してください（ユニットの電圧レンジによる、リアパネルを参照）。
3. LowDown LD15 マニュアルに記載されている以上のサービス操作は行わないでください。以下のような障害が本機に起きた場合には、修理が

必要です。
 • 電源コードやプラグが損傷した場合。 

• 本機に液体をこぼした場合または内部に異物が入った場合。
• 本機が雨または水分に晒された場合。
 • 本機が通常に動作しないまたは性能に明らかな違いが出てきた場合。
• 本機を落下させたり、エンクロージャが損傷した場合。

4. 底面の金属シャーシーは、動作中に熱くなることがあります。動作中または停止後しばらくは、触らないでください。
5. ラジエーター、ヒートレジスターやその他熱を発する機器の近くには置かないでください。ユニットの背面から、壁または熱の放散を妨げるような

ものを、少なくとも 8 cm は離してください。
6. 換気口を塞いだり、密閉された空間で使用しないでください。
7. エンクロージャに物や液体が入らないようにしてください。水の近くで使用したり、置いたりしないでください。
8. 電源コードを踏まないでください。電源コードの上に物を置いて、コードが挟まったり寄りかかったりしないようにしてください。電源コードの

プラグ側とアンプに接続している部分には、特に注意してください。
9. 長期間使用しない場合は、アンプの電源コードを電源から抜いてください。雷雨の間は、アンプを電源から抜いてください。
10. お手入れには湿った布をお使いください。
11. 接地タイプのプラグの安全機構を無効にしないでください。接地タイプのプラグとは、2 枚のブレードと接地プロングが 1 本付いたプラグの

ことです。3 本目のプロングは、安全のために付いています。提供されているプラグがコンセントに合わないような場合は、電気工事を依頼し
適切なコンセントに交換してください。

12. 必ず指定された付属品を使ってください。
13. 大音量で長時間試聴すると難聴や聴力障害を起こすことがあります。常に「安全な音量で使用」することを心がけてください。



Low Down パイロットガイド © 2008, Line 6, Inc.

注意：この機器は、試験の結果 FCC 規定のパート 15 のクラス B デジタルデバイスに準拠していることが確認されています。操作は以下の 2 条件を前提と
しています。（1）このデバイスは有害な障害を発生させず、（2）このデバイスは好ましくない動作を発生させる障害なども含む、どの
ような障害も受け入れます。

注意：火災や感電の危険性があるので、ネジは外さないでください。
機器の中には、ユーザーが修理できる部分はありません。修理は
すべて、サービス担当者に依頼してください。

三角形の中の稲妻の記号は、「電気に注意！」を意味していま
す。これは操作電圧の情報と感電の危険性について
記述しています。 

三角形の中のこの記号は、「注意！高温な表面！」を意味してい
ます。デバイスが動作中に、触れないほど高温に
なる場所を示しています。

警告：火災や感電の可能性を減らすため、本機を雨や水分にあてないでくだ
さい。

三角形の中の感嘆符の記号は、「注意！」を意味して
います。すべての注意記号の横にある情報をお読み
ください。



1. INPUT ‒ フロントパネルのアンプモデルおよびトーンコント
ロールに加えてトップパネルのエフェクトはすべてここに接続される
ベースに適用されます。

2. アンプモデル - これらのボタンを使って 4 タイプのアンプモデルを
選択するだけで、LowDown のコントロールはすべて自動的に最適なサウン
ドになるように設定しますので、後は演奏するだけです。これらのボタンには、
すばらしいプリセットが出荷時に設定されていますが、独自のカスタム設定を
保存することにも使えます。

3. DRIVE - これは、他のアンプの音量またはゲインノブみたいな
もので、サウンドにどれぐらいの「歪み」を加えるかをコントロール
します。
   
4. トーンコントロール - BASS、LO-MID、HI-MID および TREBLE コ
ントロールは、最適のトーンコントロールを提供する
ために、それぞれのアンプモデルごとにカスタマイズされています。

5. OPTO COMP - プレイングダイナミックを平均化する（コン
プレッションを増やす）には、時計方向に回します。THRESHOLD 
ライトに注意し、ちょうどあなたの典型的な強さで演奏したときに点灯するよ
うに、ノブを設定します。

6. SMART FX ‒ このノブを回して、すばやく簡単に FX を設定します
。このノブは、FILTER、OCTAVER または CHORUS の選択し、それぞれ
のエフェクトの強さを微妙から圧倒的まで設定できます。

7. MASTER 音量 ‒ トーンに影響を与えずに、アンプ全体の音量が設
定できます。

8. CD/MP3 IN ‒ オーディオソースを何でも接続しますと、直接 
LowDown のスピーカーまたはヘッドホンにフィードしますので、お好みの
音楽またはドラムマシンとジャムをすることができます。CD/MP3 プレーヤ
ーからの入力を聴くためには、楽器入力にプラグが刺さっている必要があり
ます。この音量を調節するには、入力デバイスの出力コントロールを使います
。 

9. PHONES/RECORD OUT - CD/MP3 IN ジャックに入力
したものに、LowDown をミックスしたサウンドを、ヘッドホンで
聞けます。

10. POWER - オンまたはオフします。アンプは、オンのほうが
良い音を出します。
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これが LowDown です…
ようこそ。Line 6 LowDown を選んでもらい、ありがとうございます。Line 
6 のコミュニティーに参加してもらえることを、喜んでいます。
このアンプに幅広いレンジの重要なベーストーンを組み込むために、
様々なアーティストや技術者たちと一緒に数え切れないほどの時間を費やし
ました。LowDown は、あなたの内面を作り変えるようなトーンを届けてきた
アンプ、Ampeg® SVT®、Ampeg® B-15 そして arshall® Super Bass 
などの、ロックンロールのトーンを形作ってきたクラ
シカルベースアンプからインスピレーションを受けました。これらは
世界中のプロフェッショナルベースプレーヤのスタンダードだった
アンプであり、これからもそうあり続けます。しかしながら、これらのほとんど
は、とても重く、預金口座を空にしたり、クレジットカードの限度額をいっぱい
にしてしまうので、ほとんどの人は、ある程度一般的なトーンの程度の良い携
帯型ユーティリティコンボアンプに惹かれてしまいます。それも、今までです
…

LowDown では、初めて本格的なスタジアムベースリグトーンを、
ポータブル／普及版のコンボに組み込むために、惜しみない努力をしました。
あなたが今、腰掛けているまたは羨望を持って見つめているそのアンプを忠
実に再現する、最良のものを作り上げるために、数え切れないほどのときを費
やしました。

心を捻じ曲げるようなファンキーなトーンを求めていても、世界中で
聞こえているクラシカルなロックのトーンを求めていても、Line 6 
LowDown が提供できます。パーフェクトな小型のギグ用アンプの、
とめどない探求が終わりました。さあ、始めましょう！

厳粛なアドバイスをいくつか…

壁に近づけることで、認識される低音の量が増えていき、さらに、コーナーに
設置することで、顕著な低音がさらに増えていきます。（トーンにあまりにも
低音が多すぎる場合は、壁から離して設置します）

*すべての製品名は、それぞれの所有者の商標であり、Line 6 とは.  関連も提携もしていません。これらの製品名、詳細および画像は、Line 6 のサウンドモデルの開発のための研
究で、製品を識別する目的のみに使用されています。Ampeg および SVT は、St. Louis Music, Inc. の登録商標です。Marshall は、Marshall Amplification Plc. の登録商標
です。



アンプモデルの詳細
偉大な画家が作品を仕上げるのに多彩な色を使うのと同じに、LowDown 
が提供できる広範囲なトーンのおかげで、あなたも曲を
様々な色で描けます。これらのモデルのそれぞれを選択すると、自動的にす
ぐそのまま利用できるすばらしいデフォルトサウンドを提供し、
さらにお好みに合わせて調整したサウンドを、2 秒間ボタンを押し
続けることで保存もできます。

ヒントをいくつか
モデルに特定のトーンコントロールを提供しています。これらは、特定の状況
にある実際のアンプと同じように反応します。例えば、TREBLE をいっぱい
に上げることは、それぞれ のモデルでまるっきり違う結果をもたらします。ま
ず最初に、アンプを呼び出し、これらのコントロールを中央に、ドライブを低く
設定し、そこからお好みのサウンドに調整していくことを推奨します。

低音域がもっと欲しい場合、まろやかで太い低音域が欲しいのか、
パンチの利いた低音域が欲しいのかを決定します。このようにして、BASS 
をサウンドに加えていくのか、LOW MID を加えていくのかを
決めていきます。LOW MID を加えることで、パンチの利いた低音域が得ら
れる場合もあります。高音域でも同じことが言えます。クリアな
高音域が欲しいですか、それとも打楽器が響くような高音域ですか？
クリアな高音域が欲しいなら、HI MID を増やすことで、打楽器が響く
ようなサウンドを加えずにすむ場合があります。従来のコンボでは実現でき
なかったようなレンジのトーンを提供していますので、トーンコントロールで
いくらでも実験をしてみてください。

 

DRIVE
このコントロールは、様々なディストーションをサウンドに加えるためにプリア
ンプをオーバードライブするために使われます。反時計方向
いっぱいに回すと、最もクリアでディストーションの少ないサウンドを提供し、
時計方向に回していくと、ディストーションが加わります。
お好みに合わせて調整してください。

トーンコントロール
BASS、LO-MID、HI-MID および TREBLE コントロールは、最適の
トーンコントロールを提供するために、それぞれのアンプモデルごとにカスタ
マイズされています。これらのコントロールで、頭の中で鳴り
響いているトーンを形作る手伝いをします。

OPTO COMP
このコンプレッサーコントロールは、コンプレッサーのスレッショルドを調整し
ます。コントロールを時計方向にまわすほど、コンプレッ
ションがきつく掛かり、サウンドをさらにダイナミックにします。
反時計方向いっぱいに回すと、コンプレッサー回路はオフになります。ノブを
時計方向に回すほど、コンプレッサーの作動開始を決めるスレッショルドが低
くなっていきます。このコントロールの右にある LED は、コンプレッサーが
ゲイン減少 -5db に達すると点灯しますので、調整を開始するのにとても良
い場所です。



アンプモデルの詳細 

Clean
このモデルは、クリーンで、ファンキーで、フュージョンなベース
トーンを提供します。温かな低音域とパンチの利いた高音域を提供
します。このサウンドは、Eden Traveler を研究して作られました。

R＆B
このアンプモデルは、60 年代後半から 70 年代前半のクリーンで
ファットなベーストーンに捧げられています。ほとんどのモータウンのレコー
ディングで聞くようなトーンであり、若く新進であったころの James 
Jamerson の演奏のようです。このアンプモデルは、1968 年 B-15 Flip 
Top の分析から作成されました。

 

Rock
このサウンドは、1974 年 Ampeg® SVT® を研究して作られま
した。このアンプは、世界中で行われたレコーディングやアリーナの
ステージで、数え切れないほど活躍しました。やっと、この 135 kg もするマ
ンモスサイズの 8×10 とヘッドのすべてのトーンが、あなたのコンボで使え
るようになりました。

Grind
名前で判るように、このモデルは Alice in Chains、Mudvayne や Rage 
Against the Machine などのモダンロックの愛好家のために
あります。このモデルは、あなたのサウンドを DEFCON 1 に上げる、怒りの
ある、クリーンでパンチの効いた、歪んでいる SVT® の SansAmp 
PSA-1 を基にしています*。

*すべての製品名は、それぞれの所有者の商標であり、Line 6 とは.  関連も提携もしていません。これらの製品名、詳細および画像は、Line 6 のサウンドモデルの開発のための研
究で、製品を識別する目的のみに使用されています。Ampeg および SVT は、St. Louis Music, Inc. の登録商標です。



SMART FX：

SMART FX ノブは、今まで使われた中で、最もポピュラーで使い
やすいベースのエフェクトを 3 種類提供します。

エンベロープフィルター
Electro-Harmonix Q-Tron® をモデルに、これは地球上で最もバッドなエ
ンベロープフィルターです。これは、あなたが最も好きな P-Funk や Red 
Hot Chili Peppers のレコーディングで聞いたことがあるはず
です。エンベロープフィルターとは、ワウワウタイプのエフェクトで、足でコン
トロールする代わりに、ベースの音階のダイナミックスによりコントロールさ
れます。

オクターバー
EBS OctaBass® をモデルに、このエフェクトは演奏された音階の下 1 オ
クターブの音階を生成し、あなたのサウンドにパワフルなバイブを加えます。

 
コーラス
みんなに愛されている TC Electronic® Chorus をモデルに、今までで最
も透明、スムースそして表現力のあるコーラスを作りました。これを使っても
、低音部は減少されません。これは、フレットレスベースで最も美しく響きま
す。

これらのエフェクトそれぞれで、ほんのかすかな変化から、トーンを
変えてしまうほどの影響までの間を選択できます。ノブを回すだけで 
LowDown は、いくつものノブやスイッチをいじる必要なく、モデル
されているエフェクトのすべてのコントロールを調節して、自動的に
サウンドの完全なレンジを提供します。（あなたは、曲を作るほうに
時間を費やしたいことを我々はわかっています。）

すべての製品名は、それぞれの所有者の商標であり、Line 6 とは関連も提携もしていません。これらの製品名、詳細および画像は、Line 6 のサウンドモデルの開発の
ための研究で、製品を識別する目的のみに使用されています。T.C. Electronic® は、T.C. Electronic A/S Corp. の登録商標です。EBS® は、EBS の登録商標です。
ELECTRO-HARMONIX® は、New Sensor Corp. の商標です。



保存

すべてのノブ位置（MASTER VOLUME を除く）の独自の「スナップショット
」を保存するには、現在のモデルボタンを 2 秒間押し続け
ます。保存が完了すると、LED が 2 回点滅します。 

CD／MP3 IN

LowDown のスピーカーまたはヘッドホン出力から CD プレーヤー、MP3 
プレーヤー、ドラムマシンまたはその他のデバイスのサウンドを聞くには、そ
れらの機器をここに接続します。ジャムセッションを
行うのにとても便利です！CD/MP3 プレーヤーからの入力を聴くためには、
楽器入力にプラグが刺さっている必要があります。音量は、接続されている
デバイスの出力音量コントロールを使います。

PHONES/RECORD OUT

ベースのサウンドまたはお好みの CD と一緒にジャムを行ったサウンドを聞
くには、ここにお気に入りのステレオヘッドホンを接続します。
ヘッドホンを接続すると、スピーカー出力が無効になります。



モデルデフォルトの工場出荷時の
設定へのリセットおよび特別な
隠れた機能

LowDown のプログラム可能な 4 モデルすべてを、工場出荷時の設定にリ
セットするには、CLEAN モデルボタンを押したまま電源をオンに
します。CLEAN が点滅したら、リセットの完了です。警告：これは、作成したす
べてのカスタムサウンドを消去します。「本当にこれを
行って良いのか？」と再度自問してください。答えが「はい」なら、
続けます。

他にも、LD15 の兄貴分のモデルで見たことがあるような、とても
ポピュラーなサウンドがあります。Clean モデルを Brit モデルに変えて 
LD15 をロックモードにする、秘密の方法があります。CLEAN および R&B 
モデルボタンの両方を押したまま、電源を入れます。CLEAN および R&B 
が交互に点滅し、Clean モデルを Brit モデルに変更したことを示します。

Brit 
1968 年 Marshall® Super Bass を基にしています*。これで、十分な情
報でしょう。Super Bass は、60 年代後半の Cream や The Who そして 
70 年代前半の Yes や Rush などのブリティッシュロックの
パイオニアたちがもたらした、オーバードライブされたベースサウンドをカバ
ーしています。

LD15 を Clean モデルに戻すには、もう一度 CLEAN および R&B 
ボタンを押したまま電源を入れます。CLEAN および R&B が点灯して、
Clean モデルに復帰したことを表します。Clean および Brit の設定がなく
なることを厭わなければ、通常モードからロックモードへの切り替えはいつで
も行うことができます。

すべての製品名は、それぞれの所有者の商標であり、Line 6 とは関連も提携もしていません。これらの製品名、詳細および画像は、Line 6 のサウンドモデルの開発の
ための研究で、製品を識別する目的のみに使用されています。MARSHALL™ は、Marshall Amplification Plc. の商標です。




