
40-00-0268       エレクトロフォニック限定版は、@ www.line6.com から入手できます       改訂 A

パイロットガイド



このマニュアルで参照されているすべての製
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、他のメーカーの商標は Line 6 の音
楽モデルの開発中にトーンおよび音を研究し
た製品を識別する目的のみに使用されていま
す。



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。

 本書の注意事項を良くお読みください。
• 本書の注意事項は大切に保管してください。
• 本書の注意事項を遵守してください。
• すべての指示に従ってください。
• 本機を水気の近くで使用しないでください。
• お手入れは必ず乾いた布で拭いてください。
• 通気口をふさがないでください。取扱説明書で指定された場所に設置してください。
• ラジエーター、ヒート レジスター、調理用コンロ、音響用アンプなどの熱を発する機器の近くには設置しないでください。
• 分極または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。分極プラグとは、片方のブレードが広くなったプラグのことです。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。幅の広いブレードまたは 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。

• 電源コードの踏んだり、特にプラグ、簡易レセプタクルや接続部を無理に曲げたりしないようにしてください。
• 必ず指定された付属品を使ってください。
• 製造社の推奨するまたは、本機の付属品として販売されているカート、スタンド、三脚、ブラケットまたはテーブルのみを使用してください。移動式のカートを使う
ときは、カートと本機の組み合わせを倒してけがをしないように注意してください。

• 雷が近づいたり、長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
• 修理はすべて、サービス担当者に依頼してください。電源コードやプラグが損傷したとき、機械内部に液体または異物が入ったとき、本機が雨または
水分に露出した場合、通常の動作ができない場合または落としたときなど、修理が必要となります。

• 水滴のかかる場所での使用や保管はしないでください。本機の上に花瓶のような液体の入ったものは置かないでください。
• 警告：火災や感電の可能性を減らすため、本機を雨や水に当てないでしないでください。
• 本機はコンセントの近くに設置し、容易にプラグへ手が届くようにしてください。
• 100／120V または 220／240V、50～60Hz の交流電源にのみ接続してください（付属の電源の電圧レンジによる）。
• 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。
• 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露出した場合。
 • 本機を落下させたり、エンクロージャが損傷した場合。
 • ユニット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。



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。

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

Line 6、LowDown、POD、A.I.R、Floorboard、FBV、FBV Shortboard、FBV4 および FBV2 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。

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。

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。

重要な安全情報

警告：感電の可能性を減らすため、カバー（または背面）を取り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。認定を受けたサービス担当者にサービスを依頼してください。

警告：火災や感電の可能性を減らすため、 
この機器を雨や水に当てないでしないでください。



1. PASSIVE および ACTIVE INPUT - まずは、PASSIVE 
INPUT を使います。お使いのベースの出力が入力
セクションを歪ませるようであれば、ACTIVE INPUT に切り
替えます。TUNER／CLIP（11 を参照）ボタンライトが点灯
した場合、入力がクリップされています。（「パッシブ」な楽器とは、内
蔵のプリアンプがなく、電池を使いません。ACTIVE INPUT - 「ア
クティブ」なベースは、電池で駆動するプリ
アンプを利用します。）

2. AMP MODELS - ノブを回して 5 種類のアンプモデル
または Synth Bass を選択します。すべての LowDown コントロ
ールは、そのアンプモデルに適切になるように自動的に設定されま
すので、後はただ演奏をするだけです！

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. CHAN VOL ‒ これは、トーンに影響を与えずに、
LowDown の チャンネルメモリー（10 を参照）に保存した
別々のアンプおよびエフェクト設定のバランスを調整するのに
使えます。2 時の位置からはじめ、DRIVE およびトーンコントロー
ルを調整して好みの音に仕上げ、CHAN VOL を使って、
プリセットの音量を合わせます。

6. 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。

7. 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。LED がアクティブなエフェクトを表します。

1
2

9

3

10

4



8. 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。

9. DEEP - DEEP を選択することで、モデルに至高の低音を加
える特別なトーン形成イコライザがオンになります。

10. CHANNEL MEMORIES - 4 個のプログラム可能な
チャンネルには、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。

11. TUNER／CLIP ボタン - 内蔵のチューナーをオンに
します。（チューニングしている音階を確認するには、AMP MODEL 
の LED を見ます。）

注記：いくつかのユニットの背面に、以下のコントロールがあります。

12. XLR DIRECT OUT ‒ ここでは、モデルに特定の、マイクさ
れたキャビネットのシミュレーションを出力します。この入力の左には
、接地解除の GND LIFT があります。
13. MUTE HORN - （LD175、LD300 Pro および LD400 

Pro のみ）高音域を嫌う人たちのために、ホーンを
ミュートします。

14. CD/MP3 ‒ 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。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。

15. FBV PEDAL - FBV Shortboard、FBV Express または 
FBV2 フットスイッチを接続して、このマニュアルに後述して
いるエキサイティングな機能にアクセスします。詳細は、「足を使う」を
参照してください。

16. PHONES - CD/MP3 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。

17. 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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18. PRE OUT - サウンドをマイクされたキャビネットを
シミュレートせずに、外部ベースアンプまたはパワーアンプに
送り出すには、ここに接続します。（HD400 および HD750 のみ）

19. EXTENSION SPEAKER OUTPUT（LD400Pro 
のみ） - EXTENSION SPEAKER OUTPUT を使うときは、
8 Ohm スピーカーキャビネットのみを使います。

20. PARALLEL SPEAKER OUTPUTS（HD400 および 
HD750 のみ） - モノラルで使うときは、4 Ohm スピーカー
キャビネットのみを使います。ペアでフィードする場合は、
8 Ohm スピーカーキャビネットのみを使います。警告！アンプに障害
を与えることがありますので、HD400 または HD750 のどちらに
も、4 Ohm キャビネットを 2 台接続してはいけ
ません。

Neutrik Speakon 出力コネクターを使う

LD400 Pro、HD400 および HD750 は、Neutrik Speakon 
NL4 シリーズ高電流ツイストロックスピーカー出力コネクターを装
備しています。これらは、標準の 1/4 インチアンバランス
スピーカージャックの代わりに、Line 6 LowDown 410 キャビネッ
トのようなプロフェッショナルグレードベースギターキャビネットへの
優秀で安全なカップリング特性を提供します。

1+ および 1- ピンは、標準の 2 導線 Speakon-to-Speakon 
ケーブルまたは 2 導線 Speakon-to-1/4 インチアダプターで
使います。 

警告！Speakon-to-1/4 インチアダプターを使う場合、アンプを標準
の 1/4 インチキャビネット入力ジャックに接続する際、感電しないよ
うにパワーアンプをオフにしておくことを推奨します。

警告！HD400 または HD750 では、「BRIDGE MODE」と
ラベルされている Speakon ケーブルは使わないでください。
これは、アンプに損傷を与える可能性があります。

HD400、LD400 Pro および HD750 の追加の出力
PARALLEL SPEAKER OUTPUTS

MINIMUM 4 OHM OUTPUT AT 400 WATTS 

CONNECT 
8 Ohm pair 

OR 
4 Ohm single

ONLY

PRE
OUT

UNBALANCED

EXTENSION
SPEAKER
OUTPUT

MINIMUM 8 OHM LOAD

2018 19



これが LowDown です… 
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 または Marshall® 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、手頃な携帯型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、信頼性が高い／普及版のコンボおよびどのような
会場でも十分なパワーを持つプロヘッドに組み込むた
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 の LowDown が提供できます
。パーフェクトな多用途および信頼性の高いアンプの、とめど
ない探求が終わりました。さあ、始めましょう！

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® は、St. Louis Music, Inc. の商標です。
MARSHALL® は、Marshall Amplification Plc. の商標です。



厳粛なアドバイスをいくつか…
以下は、お使いの LowDown を楽しく、生産的に使う手助け
になる、いくつかの知恵です。リハーサル空間または演奏会場
にアンプを設置する前に、いくつかのことを考慮します。 

• 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）

• ステージ上の最適なトーンでも、客席や会場のほかの}
場所で最適な音を提供できるとは限りません。設置が
終わり、トーンの設定も終わった後に、ケーブルが許す
限り、6 メートルほど客席のほうに移動し、アンプがどのよう
な音を出しているかを確認します。あなたがステージ上で聞
かなければいけないトーンと、客席で聞こえる音が良くなる丁
度良い妥協点に調整します。これで、みんなが喜びます！

 
• 12 インチスピーカーとキックバックデザインの 

LowDown 150 をご購入いただいた場合、アンプを傾
けることで、トーンが変わることにお気づきください。
アンプを傾けて、モニターとして使う場合、低音部が少し減少
するけれども、音量とクリアさが増加します。これ
は、小さなクラブや教会などの環境で使うのに適してい
ます。ガレージで、友達とジャムセッションを行ったり、中規模
のクラブで演奏する場合、部屋をサウンドで埋め
尽くせるように、アンプはまっすぐにしておきます。



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。これらのモデルは、
それぞれを選択するだけで自動的に利用可能な偉大な
サウンドを設定してくれ、好みに合わせて変更したも
のを、プリセットとしてフロントパネルまたは FBV 
フットコントローラにあるチャンネルメモリーとして
保存することもできます。

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。

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左にある 
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、あなたの多用
途、信頼性の高いそしてとても軽いヘッドまたは
コンボで使えるようになりました。

Brit
1968 年 Marshall Super Bass。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。

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。

Synth
Gap Band や Dazz Band を覚えていますか？Marilyn 
Manson や NIN は？彼らはすべて、Synth Bass を曲に組
み入れており、あなたも 70 年代のクラシックシンセを基にし
たこの Synth で同じトーンを作れます。Synth 
コントロールの詳細は、以下のページにあります。

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 Sansamp® は、St. Louis Music, Inc. 
の商標です。MARSHALL は、Marshall Amplification Plc. の商標です。



SYNTH について：
SYNTH を選択することで、Bass Synth の代わりに 
Analog Synth コントロールが使えるように、アンプコントロ
ールを変更します。以下のように行われます。

DRIVE
ポストフィルターディストーションを加えます。少しの
歪みを加える、ノブを 10 時の位置から始めます。

CUTOFF（BASS）
フィルター周波数のカットオフです。より深い SYNTH トー
ンである、ノブを 10 時の位置から始めます。

RESONANCE（LOW MID）
ノブを時計方向に回すことで、共鳴を加えていきます。

ENVELOPE（HIGH MID）
エンベロープフィルター深度です。エンベロープフィ
ルターは、新しくクリアな音を演奏するたびにトリガー
されます。エンベロープ量は、音を演奏するたびにどれ
だけフィルターが開くかをコントロールします。

ATTACK/DELAY（TREBLE）
エンベロープフィルター率です。エンベロープフィルターの
速度を、早くから遅くまでコントロールします。典型的なシン
セベースサウンドを得るには、このコントロールを 9 時の位
置に設定します。

WAVEFORM（OPTO COMP）
このノブには、いくつもの波形が提供されています。

波形は 2 パートに分割されます。パート １ は、のこぎり波か
ら三角波になります。パート 2 は、パルス幅変調をいっぱい持
つ矩形波になります。ファットトーンを得る
には、9 時の位置から始めます。

DEEP
さらにファットな SYNTH ベーストーンを得るために、オクタ
ーブ下向き三角波を加えます。

注記：Low Down Smart Effect のそれぞれは、BASS 
SYNTH に埋もれている、隠された機能とトーンシーク
レットを解き放ちます。さまざまな調整を試して、隠されてい
るトーンの宝箱を探検してください！

WAVEFORM

OPTO COMP



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 Pepper 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 T.C. 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。



チャンネルメモリー：
注意！これらのボタンのどれかを押すことで、壮大な
スケールのトーンの攻撃にあうかもしれませんので、注意しな
がら進んでください。冗談抜きに、この 4 個のボタンには、と
てもポピュラーで使いやすいプリセットをプリ
ロードしてあります。また、ここに自分のプリセットを保存する
こともできます。いつでも工場出荷時のプリセットに戻すこと
ができますので、心の赴くままに変更を行っても大丈夫です。

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、これら 4 個の
ボタンのどれかを 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。ひとつのチャンネルから別の
チャンネルにコピーするには、コピー元のチャンネルの
ボタンを押してから、LED が 2 回点滅するまで新しい
チャンネルのボタンを押したままにします。ちょっと
待った！まだまだあります！4 個以上のプリセットに
アクセスしたい場合、FBV Shortboard をご購入してもらえ
ば、36 個のカスタムトーンにアクセスでき、自分のトーンを 
36 個保存できるようになります。

マニュアルモード：見たとおりのものが反映
A、B、C または D を押して 4 個のチャンネルメモリーのど
れかを呼び出し、ボタンをもう一度押しますと、
チャンネルライトが消え、「マニュアルモード」に入り
ます。マニュアルモードにいる間は、チャンネルメモリーボタ
ンはすべて消えています。

LowDown をマニュアルモードで作動させている間は、
すべてのコントロールが有効になり、サウンドは、現在のノブ
の設定を反映します。普通のアンプと同じ状態になります。

チューナーモード
TUNER ボタンを押すだけで、インスタントデジタル
チューナーになります。チューニング中は、音声は
ミュートされます。チューナーモードを終了するには、
どれでもボタンを押します。
 
AMP MODELS の LED は、以下のベースギターの弦に対
応しています。

CLEAN ＝ B 弦
R＆B ＝ E 弦
ROCK ＝ A 弦
BRIT ＝ D 弦
GRIND ＝ G 弦
SYNTH ＝ C 弦

CHANNEL MEMORIES の LED が弾いている弦の
チューニングが合っているかを示します。弦のチュー
ニングが合っている場合、チャンネル B および C の両方が
緑に点灯します。チャンネル A または B の LED が
黄色に点灯した場合、弦はフラットです。チャンネル C または 
D の LED が黄色に点灯した場合、弦はシャープ
です。



XLR ダイレクト出力
これは、レコーディング用またはライブで演奏している
ときにサウンドをハウスサウンドシステムに送るための
ダイレクト出力です。この出力には、ダイレクトにレコーディン
グするときに、POD のような Line 6 製品を文句なしの標準
機とさせた、Line 6 の A.I.R. プロセッシングを活用していま
す。この出力のレベルは、CHANNEL VOLUME で設定され
、ダイレクト出力に接続した
サウンド／レコーディングシステムで雑音が入る場合に
接地を解除する GND LIFT スイッチが付いています。
ここでアドバイスをひとつ。Line 6 のサウンドエンジ
ニアたちは、このアンプからのダイレクト出力をとても
すばらしいものにしています。ほとんどのエンジニアは、Pre 
Amplifier Direct Signal を Direct Box を介して受け取
ることを好みます。これは、ハウス PA で標準的な
ベーストーンを得るための標準的なテクニックです。
クラブなどでギグを行うとき、音声さんにアンプとキャビネッ
トトーンをダイレクト出力からとるように聞いてみてください。
彼らは、喜んでそうするでしょう。

重要
ダイレクト出力を使っている場合、電源のオン・オフ時に「ポッ
プ」することがあります。お使いの LowDown の電源をオン・
オフするときは、ダイレクト出力の接続を解除しておくか、ダ
イレクト出力に接続されているものを
ミュートしておくことを推奨します。

Mute Horn
LD175、LD300 Pro または LD400 Pro アンプで、
ホーンをバイパスしたい場合に使います。なぜホーンを
バイパスするかですか？ホーンは、近代的なベースアンプでは
熱く議論されることのある機能となっています。
二通りの考え方があります。サスティンをたっぷりで、
ディストーションを少なくしたロックベーストーンを好む人た
ち。このようなトーンにホーンを加えると、サウンドはフィズが
掛かりチープに聞こえてしまうので、ロック
プレーヤの大多数は、ホーンを持っていないキャブまたは少
なくともホーンがオフにできるものを好みます。別の
考え方をするのは、もっとモダンなジャズ、ファンク、
フュージョン、メタルなどの（実質的のその他すべての）プレー
ヤーたちです。彼らは、ホーンがトーンに加える
メリハリ間を好み、トーンが攻撃的になり、すばらしい R&B／
スラップトーンを作り出します。ヒント：LowDown は、HORN 
スイッチがどのようにセットされているかをわかっていますの
で、Brit および Rock の
モデルでは、ホーンがオンになっていても、サウンドに
フィズが加わらないようにしてあります。

CD／MP3
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！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
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。

すべてのプリセットを工場出荷時にリ
セット
LowDown のプログラム可能な 36 チャンネルすべてを、工
場出荷時の設定にリセットするには、CHANNEL A 
ボタンを押したまま電源をオンにします。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。

足を使う
FBV Shortboard には、LowDown を使うのに必要なすべ
てのコントロールが含まれています。さらに含まれているもの
として、チャンネルの切り替え用の FBV Express、VOL／
WAH コントロールおよびチャンネルのスクロール用の 
FBV2 があります。Line 6 Floor Board および FB4 フット
コントローラは、LowDown では使えません。

FBV フットコントローラは、RJ-45 ケーブルが付属しています
。このケーブルを使って、LowDown と FBV の側面を接続し
ます。ケーブルを交換する必要がある場合、両端にオス型コネ
クターの付いた、カテゴリ 5、10 Base-T または RJ-45 ケ

ーブルを使用してください。これは、
ほとんどのコンピュータ用品の小売店で見つけることができ
ます。 

注記：「クロスオーバー」型のカテゴリ 5 ケーブルは、FBV コ
ントローラーの意図しない場所に電圧を掛けてしまって、ユニ
ットを故障させる可能性があるので、絶対に使用しないでくだ
さい。

FBV2 
1. 2 ボタンチャンネルスクロールフットスイッチとして働きま
す。このフットスイッチは、LowDown の 4 チャンネル（A、B、
C および D ボタン）の間をスクロールし
ます。



FBV Express
1. チャンネル A、B、C および D：4 個のチャンネル
メモリーから選択します。マニュアルモード：点灯しているチャ
ンネルを押したままにします。

2. FBV ペダル：ペダルを前に押して、トースイッチを
クリックすると、ペダルが VOLUME から WAH に切り替わ
ります。WAH は、ビンテージの Tycobrahe ParaPedal 
Wah をモデルにしています。フットコント
ロールエンベロープフィルタのようなサウンドの WAH とし
て使うか、Sub Dub サウンドで好みの音にパークして使うこ
とができます。

3. WAH および VOLUME ライト：このライトは、ペダルがワ
ウまたは音量をコントロールする用意ができていることを表
します。

FBV Express チューナーを使う

押したままにする

ディスプレイが表示するまで

チューニングが終了しましたか？
A、B、C または D フットスイッチのどれかを押します

フラット シャープ合っている

音階
フラット

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。





FBV Shortboard
1. チャンネル A、B、C および D：4 個のチャンネル
メモリーから選択します。

2. BANK 上－BANK 下：FBV Shortboard は、4 
チャンネルずつの 9 バンクがあります。バンク 1 は、FBV 
が接続されていない場合の、LowDown フロント
パネル A、B、C および D ボタンと同じ 4 メモリー
です。また、LowDown フロントパネルの A、B、C 
および D ボタンは、現在 Shortboard で選択されているバ
ンクの 4 プリセットになります。

3. STOMP／MODULATION／DELAY／REVERB：
そのとおりです。これらは、ペダルボードのストンプ
ボックスのように LowDown のエフェクトをオン・オフします
。Shortboard のラベルを変更できるように、
シールを同梱してあります。

STOMP は、Smart FX をオン・オフします。
MOD は、コンプレッサーをオン・オフします。
DELAY は、Deep スイッチをオン・オフします。
REVERB は何もしません。これは、思い立ったときに
ストンプし、あなたがクールだと観客の思わせるのに使いま
す。

4. TAP／TUNER：LowDown はディレイを使いま
せんので、これはチューナーをオンにするためだけに使いま
す。ペダルのディスプレイにチューナーが表示される
まで、このスイッチを押し続けます。チューナーモードを終了
するには、もう一度押します。

5. WAH および VOLUME ライト：このライトは、
ペダルがワウまたは音量をコントロールする用意ができてい
ることを表します。注記：ペダルを、つま先側いっぱいに踏み込
み、トースイッチをクリックすることで WAH または 
VOLUME を選択できます。リアパネルの 1/4 
インチジャックに別のエクスプレッションペダルが接続されて
いる場合、ペダルは WAH のみをコントロールし、トースイッ
チは WAH のオン・オフだけを切り替えます。

6. 外部ペダルジャック：Shortboard のリアパネルの 1/4 
インチジャックにエクスプレッションペダル
（Line 6 EX-1 など）を接続すると、接続したペダルで 
VOLUME がコントロールできます。

7. FBV ペダル：ペダルを前に押して、トースイッチを
クリックすると、ペダルが VOLUME から WAH に切り替わ
ります。WAH は、ビンテージの Tycobrahe ParaPedal 
Wah をモデルにしています。

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。



FBV Shortboard で保存する
保存を準備するために、工場出荷時のプリセットサウンドをす
べて確認して、無くても大丈夫なものはどれかを決めておくこ
とを推奨します。そのサウンドのバンク番号と
チャンネル文字をメモしておき、自分のサウンドをそこに入れ
替えて保存します。

保存
「NAME EDIT」と表示されるまで FX LOOP スイッチを踏ん
だままにします。Shortboard の STOMP および MOD スイ
ッチで、チャンネル名の文字をひとつ選択し、編集できるように
します。DELAY および REVERB 
スイッチで、利用可能な文字、数字または記号から選択
します。BANK 上および下スイッチを使って保存したい
バンクを選択します。

保存を完了する
選択されたバンクのチャンネルメモリーに保存するには、A、B
、C または D スイッチを押します。ディスプレイには「SAVING
」と表示されます。おめでとうございます、これで保存できまし
た！




