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注意：本機はテストの結果、FCC規制の Part 15に基づくクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが証明されています。操作は以下の２つの条件下
で行われます: (1)本機は有害な干渉を引き起こさないこと。(2)本機は意図しない誤操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、他からのいかなる干渉も受
け入れること。

 安全上の注意事項

警告: 火災や感電の危険を避けるため、本機を雨や水がかかる所には設置しないこと。

警告: 火災や感電の危険を避けるため、ネジは決して外さないこと。ユーザー個人で修理、調整可能な部品は含まれ
ていません。資格のあるサービスセンターに依頼してください。

三角形の中の稲妻マークは「感電の危険」を意味しています。機器の
内部に絶縁されていない危険な電圧が存在し、感電の危険があるこ
とを警告しています。

三角形の中の感嘆符は「注意喚起」を意味しています。注意喚起マー
クの横にある記載事項は全てお読みください。

注意
感電の恐れあり開けるな

シリアル番号:

ご注意:
Line 6、 PODとVariaxは、米国およびその多の国で登録されているLine 6、 Inc.の登録商標です。

DT50は、Line 6、 Incの登録商標です。All rights reserved.



これらの安全上の注意事項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。
• 以下の注意事項を良くお読みください。
• 以下の注意事項を守ってください。
• 全ての警告を守ってください。
• 全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。
• 本機をラジエター、暖房器具やその他の機器（アンプを含め）、熱を発生する熱源の近くに設置しないでください。
• 本機は適切にアース設置された主コンセントに接続してください。
• 極性プラグ、またはアースタイプのプラグの安全対策を無効にしないでください。極性プラグには２枚の刃があり、一方が片方より幅が広くなっています。

アース端子付きプラグには２枚の刃と設置用の端子が付いています。幅広の刃と接地用の端子は安全上の配慮によるものです。本機の差し込みプラグが
コンセントに合わない場合は、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。

• 電源コードを踏んだり、または特にプラグの部分、ソケットの部分、本機との接続箇所等がねじれたり挟まれたりして破損しないように注意してください。
• 弊社により指定された付属品／アクセサリーのみを使ってください。
• 本機の設置は弊社の推奨するカート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルなど、または本機に同梱の製品を使用してください。カートを使用してカートと本

機を組み合わせて移動するとき、落下等で怪我をしないように充分に注意してください。
• 雷を伴った悪天候の時、または長時間使用しない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。
• 修理は全て資格のあるサービスセンターに依頼してください。本機の電源コード、またはプラグが破損したり、液体や異物が本機の内部に入ったとき、雨天

や湿度の高いところで使用して作動しないとき、本機が落下したとき等損傷や故障が生じた場合には修理が必要です。
• 本機を水滴のかかる場所での使用は設置はしないでください。また本機の上に花瓶のように液体の入ったものを置かないでください。
• 警告: 火災や感電の危険を避けるため、本機を雨や水がかかる所には設置しないこと。
• アプライアンス・カプラは、電源の切断機器として使用されます。常に操作できる状態を保つようにしてください。
• 適切な定格を備えた電源コンセントに差し込んでください：100/120V、 220/240V 50/60Hz (同梱の電源の電圧による)
• 大音量で長時間使用すると、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。
• 本機が次のような状態で損傷し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とき
 • 本機の内部に液体が入ったり、異物が入ったとき
 • 本機を雨天や湿度の高い場所で使用したとき 
 • 本機が落下したり、外装が損傷したとき
 • 本機が正常に作動しなかったり、性能が著しく劣化したとき



このたびは POD  HD Proをお買い上げいただきありがとうごうございまし
た。この新しいマルチエフェクト・プロセッサー、POD HDシリーズの製作にあ
たり、当社のエンジニアはたゆまぬ努力を続けてきました。全く新しいHDア
ンプ・モデリングを搭載したPOD  HD Proには、我々の業界のスタンダードと
も称される M シリーズの製品、M5,M9&M13からのエフェクトも用意され
ています。それだけではありません！ POD HDは独自の接続プロトコルであ
るL6 LINKを実装した初めての製品であり、他の互換製品（例えばLine 6の
DT50シリーズ･ギター･アンプ）と共に使用すれば、真剣に取り組むミュージ
シャンにとっては新しい機能性と操作性を得ることになるでしょう。

徹底的に使い込むための詳細は、オンラインで www.line6.jp/manualsへ
アクセスし、POD  HD Proのアドバンスド・ユーザー・ガイド＆モデル・ギャラリ
ーを入手されることをお勧めします。またオンラインで当社のWebサイトへ訪
れた際には、ダウンロード・ページから無料のPOD HD Pro Editソフトウェア・
アプリケーションを忘れずに、も忘れずにダウンロードしてください。基本的な
操作はこのユーザー・マニュアルに記載されています。では早速始めましょう。

POD HD Proの世界へようこそ
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1.  POWER – このスイッチでPOD HDの電源が入ります。
2. 画面 – このLCD 画面が POD HD Proを操作するウィンドウとなります。

ホーム・ページ –POD のデフォルト・ビユーホーム・ページには、ユーザ
ーが選択できる3種類のビューがあります。

Selected
Sélection

Ausgewählte
Geselecteerd

Seleccionados
選択

選択アイテム

シグナル・フロー・ビュー には、シグナル・チェーン内の全てのアンプと
エフェクト・モデルが「ブロック」として表示されます。信号経路の中でト
ーンを左右する構成要素は、このビューからエディット、または移動させ
ることができます。4方向ナビ･パッドを使用して、アンプ、エフェクトまた
はルーパー・ブロックを選択します。シグナル・フロー・ビュー画面の下方
に、(ほぼ全ての画面においても同様に)、現在選択されているブロック
特有のパラメーターが４種類まで表示されます。これらのパラメーター
へアクセスするには、マルチファンクション・ノブを使います。

VIEWボタンを押してパフォーマンス・ビュー画面に切り替えます。この
画面には、FBVフロアボードのフットスイッチに現在割り当てられている
エフェクトやプリセットが表示されます。プリセット・フットスイッチA〜D

は、エフェクト・ブロック5〜8のオン/オフを切り替えるように、または現
在選択しているバンク内のA、B、C、Dへ即座にアクセスできるように
設定することができます。この選択はSETUPページで行います(VIEW
ボタンを長押ししてこれらのページへアクセスしてください)。

VIEWボタンを再び押してビッグ・ユーザー・ビューの表示に切り替える
と、現在のプリセットの保存先とバンク番号を見ることができます。

エディット・ページ – このページには、ブロック、またはシステム・セットア
ップ・ページを処理するために設定する、全てのパラメーターが表示され
ます。シグナル・フロー・ビューの画面から ENTERを２回押すと、現在選
択しているブロックのエディット・ページへアクセスすることができます。
詳細に関しては、オンラインで入手可能なアドバンスド・ガイドをご覧くだ
さい。

3. PRESETS ノブ/SET LISTS ボタン – このノブを回せば、保存され
た全てのプリセットの一覧から選択することができます。プリセットは、特
定の用途ごとにグループ分けできるよう、セットリストと呼ばれる複数の
グループの中に保存されています。新しいセット・リストをロードする場合
は、Set Listsボタンを押し、4方向ボタンでセットリストをハイライトさ
せてからENTERを押します。ハイライトさせたセットリストでSAVEボ
タンを押すとリネームが終了します。ENTERを２度押しすると、セット・リ



スト内に保存されたプリセットの並び替えが終了します。注意: プリセット
の順序を変更した後、その内容を保存したい場合はSET LISTSボタン
を押します。

4. SAVE ボタン – 初期設定のプリセットに加えた変更を保存するとき、ま
たは自分で作成したプリセットを保存するときはこのボタンを押します。
各プリセットの位置は上書きして変更することができます。マルチファン
クション・ノブ を使用してプリセットの名前をリネームし、セット・リストとプ
リセットの保存場所を選択します。再びSAVEボタンを押して保存を実行
します。保存操作をキャンセルする場合は、どれか他のボタンを押します。

5. VIEW ボタン – このボタンを押して、シグナル・フロー・ビュー、ビッグ・
ユーザー・ビュー、パフォーマンス・ビューの3種類が用意されたホームペ
ージビューを切り替えます。VIEWを長押ししてSySTEm & I/Oエディ
ット・ページへアクセスすれば、ディスプレイ・コントラストの調整、インプッ
ト/アウトプットの設定、そしてFBV MKIIコントローラー・フットスイッチの
動作の割り当てを行うことができます。

6. 4方向・ナビ・パッド – POD HD Proの様々なページ内のオプション間を
移動する際に使用します。ディスプレイの中のアイテムをハイライトさせ
るときは、このパッドの左、右、上、下を押します。このパッドはページ移動
にも使用できます。

7. mOVE ボタン – このボタンを押して様々な移動操作を行います。シグ
ナル・フロー・ビューでは4方向ナビ･パッドを使い、シグナル・チェーンの
中のアイテムをハイライトさせます。MOVEボタンを押してアイテムを 「
つかみ」、4方向ナビ･パッドで信号経路上のどこにでも移動させることが
できます。MOVEボタンを再び押して、そのアイテムを新しい位置へ「ドロ
ップ」します。

プリセットを新しいセット・リストやメモリーの位置へ移動させるとき
は、SET LISTページからこのMOVEボタンを使います。

コントローラーにエフェクト・ブロックのパラメーターを割り当てるとき
は、mOVEボタンを２度押しします。

注意: アンプ・モデルには状況に応じた異なる動作がいくつかあります。
詳細に関しては、アドバンスド・ユーザー・ガイドをご覧ください。

8. ENTER (ON/OFF) ボタン – シグナル・フロー・ビューの表示中にこ
のボタンを押すと、エフェクト・ブロックのオン／オフを切り替えることが

できます。詳細なエディット・ページへアクセスするときは、ENTER
ボタンを２度押しします。このエディット・ページには、ハイライトさせた
ブロックに関連する、エディット可能なパラメーター全てが表示されま
す。ENTERボタンを長押しすると、フットスイッチ・アサイン・モードへ入
ります。

ENTERボタンは、セット・リストとプリセットを読み込むときにも使用しま
す。

9.  マルチファンクション・ノブ – これら４つのノブは、画面に表示されている
内容に応じて様々な機能の操作を行うときに使用しますが、通常以下のよ
うにメイン・ディスプレイの下方４分の１に表示されているパラメータをコ
ントロールする際に使用します: ノブ1は左上のパラメーターを、ノブ2
は左下のパラメーター、ノブ3は右上のパラメーター、ノブ4は右下のパ
ラメーターをコントロールする際に使用します。詳細は、アドバンスド・ユー
ザー・ガイドをご覧ください。

10.  DRIVE – DRIVEは通常のアンプでいうところのゲインノブで、サウン
ドをどれだけ「濁らせる」か、またはディストーションをかけたいかを設
定します。POD  HD Proは、一度に２台のアンプを使用できます。従っ
て、DRIVEノブを回す前に必ずアンプ・コントロール(CTL: Ampパラメ
ーター)で調整を行いたいアンプを選んでください。

11.  トーン・コントロール – DRIVE、 BASS、 mID、 TREBLE と
PRESENCEの 各ノブは最適な音色調整ができるよう、各アンプモ
デルごとにカスタム化されています。これらのノブのどれを回しても、 
DRIVE、BASS、MID、TREBLEとPRESENCEノブの現在の設定が画
面に短時間表示されます。２台のアンプを使用している際は、これらのノ
ブを回す前に必ず調整したいアンプを先に選ぶことを忘れないでくださ
い。

12.  VOLUmE ノブ – このノブで選択したアンプ・モデルの出力レベルを調
節します。アンプ・モデルのトーンやディストーションの特徴が損なわれる
ことはありません。

13.  mASTER VOLUmE ノブ – このノブで POD HD Proの全体の出
力レベル、やヘッドフォンの音量を設定します。mASTER VOLUmE
のレベルを変更しても、トーンは変わりません。どのボリューム・レベル
であっても求めるトーンが得られます。この設定はグローバルであり、 
POD HD Proのメモリー内には保存されません。



注意: 外部器機にマイク/ライン・レベルのインプットがある場合は、先
ずこれらのインプットを最小値に設定し、POD HD  ProのmASTER 
VOLUmEをゆっくりと最大値まで上げておきます。それから好みに
合わせて外部器機のレベルを設定します。このアプローチを取れば、最
高のSN比が得られるはずです。ライン・アウトプットをAmP（楽器）に、
またはLINE LEVELに設定できるスイッチも備わっています。最初に
MASTER VOLUMEコントロールを最小値に合わせ、オーディオ・クリ
ッピング(ある種の悪いディストーション)を発生させないように、徐々に
そのコントロールを時計方向の最大値側へ回して設定することをお勧
めします。

14. TAP – TAPボタンを数回押すことで、TAP機能に対応する全てのエフ
ェクトのテンポを設定できます。POD HDの大半のタイムベース･エフェ
クトには、特定の音価に設定されたパラメーターに影響を与えることので
きるTAPセッティングが用意されています。TAPボタンを長押しするとチ
ューナー･モードに入り、見やすいクロマティック･チューナーがディスプレ
イへ表示されます

15. GUITAR IN – ギターケーブルをここに接続します。ハイゲインやアクテ
ィブ・ピックアップを使用している場合は、POD HD ProのPADボタンを
押してください。決まりはありませんので、気に入ったサウンドが得られる
方法を試してください。

16. マイク・インプット – マイクロフォンをここに接続し、 その上のマイク・レ
ベル・ノブを使用して安全な音量に設定してください。SIGNAL LED が
点灯して入力信号を示します。CLIP LED が点灯した場合は、マイク・レ
ベルを下げます。SySTEm & I/Oエディット・ページを開き、トーンに合
わせたマイクを入力ソースに選択します。選択すると、マイク・インプットの
右側の３つのボタンは以下の動作を行います:

 - ハイ・パス・フィルターは、75Hz以下の周波数をオクターブ毎に
12dB減衰させます。室内で起こる低域ノイズの除去や、マイクの近接
効果ノイズを減らす際に使用します。

–20 – インプット・ゲインを20dB減らします。

48V – ファントム・パワーを必要とするマイクへ48V供給します。

17. PHONES – ここにヘッドフォンを接続します。ボリュームは、mASTER 
VOLUmEノブを使用して設定します。常に安全な音量で聴く事を心が
けてください。まずはノブを低い設定値に合わせてから、徐々に上げて好
みの音量にすることをお勧めします。



19. 電源コード接続部 – 付属の電源コードをここに差し込みます。

20. S/PDIF – S/PDIFコネクタは24ビットのデジタル・インプット／アウトプ
ットを供給します。SySTEm & I/Oエディット・ページで、サンプル・レー
トの選択と出力レベルの調整が可能です。

21. mIDI – POD HD ProをMIDI 機器へ接続すれば、プログラム・チェンジ・
メッセージを送受信してプリセットを選択することができます。POD  HD 
Pro mIDI OUT/THRU と他のデバイスの MIDI INを接続し、 mIDI 
INと他のデバイスのMIDI OUTを接続します。

22. VARIAX – このインプットは、Line 6 Variaxギター、やベースとPOD 
HD Pro間にパワーとデジタル・オーディオ・のダイレクト接続を提供しま
す。シグナル・ルーティングのオプションについての詳細は、SySTEm & 
I/O エディット・ページでご覧ください。

Var iaxを接続する際には、端子の損傷を避けるために標準的な
Ethernet、またはその他のケーブルではなく、Line 6純正の Variax
対応ケーブルのみを使用してください。

１本で多様なギターコレクション全てのサウンドを楽しめる、Variaxファ
ミリーのギターについては、 www.line6.jpで詳しく紹介しています。

23. USB – USB端子を利用して、USBが搭載されているコンピュータへ直
接接続する事で、ダイレクト・レコーディングが可能になり、また無料でダウ
ンロード可能なエディター／ライブラリアン、POD  HD Pro Editなど、
コンピューターを使った様々な機能も利用できます。さらに詳しい情報
は、www.line6.jp/manualsから入手可能です。

24. AES/EBU – これらのコネクタは24ビットのデジタル・インプット／アウ
トプットを供給します。System & I/Oエディット・ページで、サンプル・レ
ートの選択と出力レベルの調整が可能です。AES/EBU OUTからL6 
LINKへ切り替えれば、L6 LINKが搭載されている他のLine 6製品と合
わせて使用することができます(OUT/THRUのみ)。

 L6 LINK – Line 6により開発されたパワフルで占有のコネクションで
す。様々な Line 6製品同士の接続が、より高い信頼性を持ちながらもた
った１本のケーブルで可能になっています。DT50シリーズのギター・ア
ンプとPOD HD(PRO/500/400/300)シリーズのマルチエフェクト・
プロセッサーの場合、この接続により両方の製品を同期させたり、互いの
コミュニケーションが可能になります。L6 LINKは、１本のケーブルでオ
ーディオとコントロール・データの両方を伝達します。そのためこのオペレ
ーションにより、その親となるPOD HDプロセッサーからDT50シリーズ
のアンプ間は１本のケーブルを接続するだけで、多くの優れた利点を得
る事ができます:
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リアの接続端子



• POD HD(PRO/500/400/300)とDT50シリーズのギター・
アンプを接続する際、追加のケーブルが要りません。

• POD HD Pro、またはDT50のどちらでトーン設定を変更して
も、トーンを直ちにアップデートすることができます。

• DT50側のノブを回すだけで、POD HD上のプリセットをエディ
ットでき、POD HDに保存すれば、そのプリセットが選択されるた
びに完全な状態で呼び出すことができます。

• さらにクールな機能！　POD HDでアンプ･モデルやプリセットを
呼び出すと、DT50はそのソースであるアンプにマッチするよう、
コンポーネントをアナログ領域で再コンフィギュレーションしま
す。POD HDのプリセットを変更すると、DT50上のクラスAやク
ラスAB動作、バイアス方法、帰還トポロジー、パワー管の三極管/
五極管動作などが、アナログ的に瞬時に変更されます。

• 自動検知機能により、複数リンク（デイジーチェーン）されたアン
プが、接続されたPOD HDに応じて様々な方法で動作します。全
てのPOD HDが、リンクされたDT50でステレオ動作を行い、ま
たPOD HD Proはリンクした最大4台のアンプ上でウェット/ドラ
イ動作を簡単に実現できます。

25. UNBALANCED OUTPUT – 1/4インチ・ケーブルをここに接続し、
サウンドをギター・アンプ、レコーダー、ミキサーあるいは PA システムへ
送ります。POD HD Proの1/4" OUTスイッチを、ギター･アンプへ接続
する場合はAmPへ、また-10 dBV入力を装備するミキサーやレコーダ
ーなどの機器へ送る場合はLINEへ設定します。

26. BALANCED OUTPUT – デジタル・レコーダー、あるいはライブ演奏
時のハウス・ミキサーやPAへダイレクト・センドとして使用するときは、バ
ランス型XLRケーブルをここに接続するの最適です。ハム音やノイズが
気になるときは、POD HD ProあるXLRスイッチをLIFTに設定し、使用
している複数の機器から生じるグランド・ループを解消してください。

27. DRy OUT – この1/4インチ・アンバランス接続を使用すれば、POD 
HD Proのギター・インプットに代わって未処理のギター信号を送ります。
これは録音済みのギター・トラックの音を再び変更したい 、あるいはプラ
グインで処理して録音する際に最適です。

28. FBV – FBV、FBV MKII ShortboardとFBV MKII Expressを含め、
オプションのフット・コントローラーはここに接続します。POD HDは、旧モ

デルのLine 6 Floor Board やFBV2とでは機能しないことにご注意く
ださい。

29. エフェクト・ループ – ステレオFX SEND用に２個の端子、ステレオ FX 
RETURN用に２個の端子が用意されています。より高いP−P電圧で操
作する場合は、FX RETURNスイッチをライン・レベル・デバイス用に最
適なLINEに設定します。FX RETURNスイッチをSTOmPに設定する
ことで、ストンプ・ボックスをループ内で使うこともできます。

30. LINE INPUT – これら２個のアンバランス1/4インチ・インプットは、２
台目のギターやキーボード、あるいは他のどの楽器でも１個や２個の1/4
インチ・アウトプットと共に使用することができます。これらのインプットを
ソースとして信号経路へアサインする場合は、SySTEm & I/Oエディッ
ト・ページで設定を行います。

トーンをエディットする– 基本
アンプ・ブロック
１つのアンプ・ブロックを信号経路上の「Pre」または「Post」の位置に置くこと
も...

…パス A & B内に置いて２台のアンプを使用することもできます。アンプ・ブ
ロックAを選択し、mOVEボタンを使用してプリ、またはポストの位置へ移動
することで、どのデュアル・アンプ・ブロックのプリセットの信号経路からでもア
ンプ・ブロックBを外すことができます。

A

B
アンプ・ブロックの状態には以下の3種類があります: オン、オフ (バイパス)、無



効（「Null」とも呼ばれます）。
ON DISABLEDOFF オン オフ 無効

アンプ、キャビネット& マイク・パラメーターをエディットする
１つのアンプ・ブロックを選択した状態でマルチファンクション・ノブ 1〜4で
使用すれば、アンプ・モデル、キャビネット・モデル、マイク・モデルを選択するこ
とができます。デュアル・アンプのセットアップを使用している場合、DRIVE、 
VOLUmE と TONEノブでどのアンプを操作するかを、ノブ4で割り当てる
ことができます。

Amp Block OFF

A

B

アンプ・トーン・ノブを回して調整し、選択したアンプに気に入ったセッティング
を選びます。

ENTER

DBL PRESS TO ASSIGN CTL

MOVE

AMP & FX   ON / OFF
SAVE

HOLD FOR SYSTEM & I/O

VIEW

PRESETS

アンプ・トーン・ノブの操作中にはAmP:EDITLCD 画面が一時的に表示さ
れ、現在選択されているアンプ Amp A & Amp Bモデル両方のトーン・ノブ
に設定されている実際の値を示します。あるいは、手動でAMP:EDIT画面を
表示させたいときは、アンプ・モデルを選択してからENTERボタンを２度押し
ます。DRIVE、VOLUmEとトーンノブを調整すると、画面上にそれぞれコン
トロールの調整値が表示されます。各ノブの周りに見える黒い「ドット」は、そ
れぞれが最後に保存された値を示しています。アンプ・ブロックをオフにする
と、VOLノブのみ表示されます。これはアンプ・モデルの Bypass Volume専
用の独立したパラメーターです。この調整は、VOLUmEノブを使用して行い
ます。その値はアンプ・ブロックがバイパスされるたびにプリセットとは別に保

存されます。
ア ン プ・モ デ ル の 詳 細 な エ ディット・パ ラメ ー タ ー を 使 用 す れ ば 、
ど ん な ア ン プ・モ デ ル の 動 作 で も 微 細 に 、あ る い は 極 端 な ま で 完
全に変更することができます。 まるで自分だけのアンプ技術者
を 抱 え て い る の と同じで す 。A m P : E D I T 画 面 の ペ ー ジ 1 から 4
方 向 ボ タ ン の 右 矢 印 ボ タ ン を 押し て ペ ー ジ 2 を 表 示 さ せ ま す 。 
ノブ 1 – MASTERでパワーアンプのディストーション量を設定します。この
パラメーターは相互作用が高く、 詳細なエディット・パラメーター全てに対して
影響を与えます。ノブ 2 – パワーアンプの SAG 量を設定します。高く設定
することでこのモデルはタッチ感度のより高い、サステインがより効いたセン
チメンタルなサウンドになります。ノブ 3 – どれくらいのヒーターハムとACリ
プルをトーンと相互に作用させるかをコントロールします。最大値に設定する
と強烈にワイルドなサウンドに。警告だけはしておきます。ノブ 4 – このペー
ジで記載されているアンプ Aまたはアンプ Bのセッティングを変更できるよう
に、マルチ-ファンクションノブを設定します。

4方向ボタンの右矢印ボタンを再び押してページ3を表示させます。ノブ 1 – 
パワーチューブのバイアスを調整します。最大値の場合、アンプは Class Aで
動作します。最小値に設定すると「冷めた」Class ABバイアスが得られます。 
ノブ 2 – Bias Excursionは、設定値を高くした時にのみ起こる現象です。よ
りコンパクトなサウンドでレスポンスを得たいときは、設定値を低めにします。
コンプレッションをさらに効かせたい場合は、この値を高く設定します (注意: 
DRIVE & mASTERを上げるとこの現象を体験できます)。ノブ 4 – この
ページで記載されているアンプ Aまたはアンプ Bのセッティングを変更でき
るように、マルチ-ファンクション・ノブを設定します。



 
4方向ボタンの右矢印ボタンを再び押してページ4を表示させます。ノブ 1 –  

「アーリーリフレクション」の量を設定します。設定値を高めることで、反射音
の強いルームサウンドがトーンに加わります。ノブ 2このノブを回してキャビ
ネット・モデルを変更します。ノブ 3 – マイクの種類を選択します。ノブ 4 – こ
のページで記載されているアンプ Aまたはアンプ Bのセッティングを変更で
きるように、マルチ-ファンクションノブを設定します。

注意: アンプ・モデルをスクロールすると、各アンプの「Preamp」バージョンも
完全なセットとして含まれているのがご覧いただけます。これらの中から１種
類を選択し、アンプのプリアンプ段階そのままのトーンを入手することができ
ます。１台の外部アンプへ POD HD Proの出力信号を送るように操作したい
場合に大変便利です。詳細にエディットしたパラメーターをプリアンプ・モデル
に適用することはできません。

エフェクト・ブロック
各プリセット内には常に合計8 種類のエフェクト・ブロックがあり、にどんなエフ
ェクト・モデルやエフェクト・ループでも読み込むことができます。シグナル・フロ
ー・ビューの画面でエフェクト・ブロックを選択すると、マルチファンクション・ノ
ブ1〜4で調整可能なオプションが画面下に表示されます。エフェクト・ブロック
選択済みのシグナル・フロー・ビューから: ノブ 1 を使用して以下のエフェク

ト・モデルの中から選びます　– ダイナミクス、ディストーション、モジュレーシ
ョン、フィルター、ピッチ、EQ、ディレイ、リバーブ、Vol/Pan、ワウ、エフェクト・
ループ、無し。ノブ 2 を使用してモデル・タイプ・リストの中から気に入ったモデ
ルを選びます。ノブ3 を使用して、選択したエフェクト・モデルで調整可能なパ
ラメーターを最大5種類まで選びます。あるいはENTERボタンを２度押すこ
とで、エディット・モード画面を表示させ、選択したエフェクト・モデルに適するパ
ラメーターを全て同時に一覧することもできます。ノブ4を使用して現在選択
したパラメーターの値を調整します。

各エフェクト・ブロックには以下の機能も備わっています: オン/オフ: ENTER
ボタンを１回押すことでエフェクト・ブロックの「オン」または「オフ」が切り替わ
ります。信号はエフェクト内を通過しますが処理されることはありません。エ
フェクトの位置を移動させる: エフェクト・ブロックを移動させるときは、始め
にシグナル・フロー・ビューの中から移動させたいエフェクト・ブロックを選びま
す。mOVEボタンを押すと、選択したエフェクト・ブロックが「持ち上げられたよ
うに 」表示され、移動可能になったことを示します。4方向ナビ・ボタンを使用
して、エフェクト・ブロックを好きな位置へ移動させます。エフェクト・ブロックを
置きたい場所が決まったらMOVEボタンを再び押し、その位置でドロップしま
す。

エフェクト・ループ:
エフェクト・ループは、8 個のエフェクト・ブロックのどれにでも読み込ませるこ
とができます。これにより、POD HD Proの FX SEND/RETURN ソケット
を、現在選択したプリセットのシグナル・パス内であればどこにでも置くことが
可能になります。
エフェクトの場合と同様に、エフェクト・ループに関するオプションは、シグナル・
フロー・ビュー、またはエディット・モード画面の下方でアクセスすることができ
ます。ENTERボタンを１回押すことでエフェクト・ループの「オン」と「オフ」を
切り替えることも可能です。

ミキサー・ブロック:
ミキサーは常にパラレルなパス A & Bの最後に位置し、「Post」位置へ送ら
れる前に、各パスの出力個々のLEVELとPANコントロールを可能にします。
シグナル・フロー・ビューの中でミキサーを選択すると、その４種類のパラメー
ターが画面下に表示され、マルチファンクション・ノブ 1〜4でアクセスするこ
とができます。ノブ 1 – Volume A パス Aアウトプットのボリュームレベル



をコントロールします。0dBはユニティ・ゲインです。ノブ 2 – Volume B パ
ス Bアウトプットのボリュームレベルをコントロールします。0dBはユニティ・
ゲインです。ノブ 3 – Pan A パス Aアウトプットの左／右ステレオバランス
を調整します。ノブ 4 – Pan B パス Bアウトプットの左／右ステレオバラン
スを調整します。
注意: ミキサーレベルの変更は、そのミキサー (「Post」) に続くどのエフェ
クトとアンプ・モデルの動作にも影響を与え、ノイズ発生につながります。例え
ば、アンプ・モデルの前に位置するミキサーの設定を上げることでアンプのデ
ィストーション特性が変化し、そのアンプ・モデル本来の特色となる動作が損
なわれることになります。

エクスプレッション・ペダル・アサインメント:
TWEAKノブをコントローラーとして割り当てることができます。トーン調節
だけではなく、どのエフェクトやアンプ・モデルのパラメーターにも割り当てる
ことができます。EXP 1とEXP 2 Pedalモードは、それぞれ独立したFXパ
ラメーターのコントロールを割り当てることができます。FBV「トウ・スイッチ」
をクリックするとEXP 1とEXP 2が切り替わります。エクスプレッション・ペダ
ルをFBV Shortboard MKIIの背面にあるPEDAL 2インプットに接続すれ
ば、EXP 2をペダルでコントロールすることができます

アンプ & エフェクト・パラメーターをコントロールする
EXP 1 & EXP 2パラメーターの割り当て設定は、Controller Assign
画面上で行います。Controller Assign画面へアクセスするときは、シグナ
ル・フロー・ビューを表示させ、エクスプレッション・ペダルに割り当てたいアン
プまたはエフェクト・ブロックを選びます。ブロックを選択し、２回mOVEボタン
を押します。選択したブロックの中に現在読み込まれているアンプまたはエフ
ェクト・モデルのためのController Assign画面が表示されます。マルチファ
ンクション・ノブ1〜4を使用して、このモデルを特定としたペダル割り当てオ
プションを設定します。ノブ1 を使用して、ペダルでコントロールしたいモデ
ルのパラメーターを選びます。ノブ2 を使用して、パラメーターへ割り当てた
いコントローラーを選びます。ペダル割り当てが不要の場合は Offを選びま
す。割り当てを行う場合は、EXP 1または EXP 2を選びます。ノブ3 を使
用して、ペダルの「ヒール」位置にしたいパラメーター値を設定します。ノブ4 
を使用して、ペダルの「トウ」位置にしたいパラメーター値を設定します。

エフェクトやアンプ・ブロックをFBVフットスイッチへ割り当てる
オプションのFBVボードのフットスイッチは、そのエクスプレッション・ペダ
ルの「トウ・スイッチ」と同様に、エフェクトやアンプ・ブロックのオン/オフ切り
替えを設定することができます。シグナル・フロー画面の中から、フットスイ
ッチの１つへ割り当てたいエフェクトまたはアンプ・ブロッックを選びます。
次にENTERボタンを長押ししてFootswitch Assign画面を表示させま
す。Footswitch Assignページはシグナル・フロー・ビューに似ています。マ
ルチファンクション・ノブ1を使用して、このエフェクト・ブロックを割り当てたい
フットスイッチを選びます。注意: １つのフットスイッチまたはエクスプレッショ
ン・ペダルの「トウ・スイッチ」へ複数のエフェクト・ブロックを割り当てることが
できます。現在設定されているプリセットのエフェクト・フットスイッチ割り当て
を参照したい場合は、VIEWボタンを押してパフォーマンス・ビュー画面を表
示させます。

POD HDは、全てのFBV MkIIシリーズのフロアボードで機能を最大限に発
揮します。最高のパフォーマンスを得るためにはFBV Shortboard MkIIを
使用されることをお勧めします。フットスイッチ・アサインメントでコントロー
ルするフットスイッチは以下の通りです。注意: FBVのA、B、C、Dスイッチは、
追加的にエフェクトのオン/オフ切り替えやアンプ・ブロックのコントロールを

「FS5–FS8」へ割り当てし直すことが可能です(「Setup」参照)。



FS1

Looper ON/OFF Setlist Select

FS2 FS3

EXP1

EXP2

FS4

A / FS5 B / FS6 C / FS7 D / FS8

FBV mKII Shortboardを使ったルーピング
POD HD ProにFBV MKII Shortboardを接続すると、最大48秒間のルー
プ機能を利用することができます。以下の機能を利用できます:

UNDO

Looper ON/OFF Setlist Select

PLAY ONCE PRE/POST

EXP1

EXP2

REC/OVERDUB PLAY/STOP 1/2 SPEED REVERSE

PRE/POST (DELAy)フットスイッチで、アンプとエフェクト・モデリング
の前でも後でもループ録音と再生を設定することができます(LED 消灯= 
PRE、LED 点灯= POST)。PREモード(LED 消灯)での録音は、ギターを
録音し、ループ再生をしながら様々なエフェクトを聞き比べることができます。
一方のPOSTモード(LED 点灯)での録音は、ループの中のアンプとエフェク
トを捉え、プリセットを変えることで異なるサウンドを重ねることができます。
ループの録音を開始するときは、REC/OVERDUB (A)を踏みます。次に

PLAy/STOP (B)を踏んでループを終了させると、直ちに再生が始まり
ます。追加のパートをオーバーダブさせたいときは、再び REC/OVERDUB 
(A)スイッチを踏みます。再生を終了、または開始するときは PLAY/STOP 
(B)を踏みます。最後のオーバーダブで失敗したときは、UNDO (STOmP)
を押してそれを消去します。通常フル・スピードで使用しているとき、1/2 
SPEED (C)を使用して、いつでもそのループ・タイムを２倍にすることが可
能です。また再生をオリジナルのループ・スピードの半分にして聴くこともでき
ます。これにより、全てのピッチが1オクターブ下がります。REVERSE (D)
を押すと、再生を逆に聴くことができます、にうよのスクッリドンヘ・ーミジ。
ループの再生中でも Looperモードから抜けることができます。LOOPER 
ON/OFF (FUNCTION 1)を押すことで、プリセットの切り替え、あるいは
アンプとエフェクトのオン／オフの切り替えを行い、再び追加のループを加え
るためにループ・モードへ戻る事も可能です。かなりクールな機能だと思いま
せんか?
ルーパー・ディスプレイ用の初期設定はALL VIEWSです。これをPER-
FORmANCE VIEWに設定し、このモードの使用中にのみ表示させること
もできます。この初期設定には、ルーパー・モードに入っているかいないかを
ユーザーが常に知ることができるという利点があります。PERFORMANCE 
VIEW設定の利点は、ループ中のモデル・パラメーターが操作可能になるとい
う点です。
注意: ループの再生中にPRE/POSTフットスイッチの状態を変更すると、ボ
リュームが極端に変更されますので注意してください!

セットリスト
POD HD Pro は、最大64までのプリセットをそれぞれ8 Set Listグループ
の中に保存することができます。この最大の利点は、セットリストのいずれか１
つを読み込み、そしてそのプリセットのどれにでもアクセスが可能なことです。

どの画面からでも、ただPRESETSノブを押すだけで Set Lists画面を表
示させることができます。



セットリストを読み込む: 4方向ボタンを使用するか、またはPRESETSノ
ブを回してセットリストを選び、次にENTERボタンを押します。これにより選
んだセットリストが直ちに読み込まれ、そのプリセット全てが利用可能になりま
す。前回読み込んだプリセットは自動的にキャンセルされ、新しいセットリスト
から同じバンク/チャンネル位置のプリセットが読み込まれることに注意してく
ださい。

セットリストのリネーム: セットリストを選択した状態で、SAVEボタンを押し
てRename Set List画面を表示させます。ネームをエディットするときは、
マルチファンクション・ノブ3を使用して文字を選び、ノブ4を使用してその文
字をエディットします。エディットが終了したら、SAVEを再び押して新しいネ
ームを保存します。
セットリストのエディット: Set Lists画面の中で２度ENTERボタンを押す
と、現在選択中のセットリストの中のプリセットリストが表示されます。ここで
各プリセットのバンク/チャンネルの場所を参照し、プリセットを読み込んだり、
または好きな順序にプリセットをアレンジし直すことができます。4方向ボタ
ンを使用して、またはPRESETSノブを回して64の場所から一カ所を選びま
す。ENTERボタンを押すと、選んだ場所のプリセットが直ちに読み込まれま
す。mOVEボタンを押し、4方向ボタンを使用して選んだプリセットを新しい
場所へ移動させ、MOVEボタンを再び押して確認します。変更が全て終了した
ら、PRESETSノブを押して変更を確定します。

プリセットを使って作業する
POD HD Proの8個のセットリストそれぞれに、プリセットを保持する64チャ
ンネル･ロケーションが用意されています。各プリセットには、現在使用中の全

てのエフェクト & アンプ、それら全てのパラメーター、シグナル・フロー内のそ
れらの位置、フットスイッチ & ペダル割り当て、ミキサーセッティング、そして
インプット・オプションとその他のSetupオプションも同様に含まれています。

プリセットへアクセスする: ホーム・ビュー画面のどこにいても、PRESETS
ノブを回すだけでアクティブなセットリスト内の64ロケーション内をひとつ
ずつ前後して好みのプリセットを即座に読み込むことができます。あるい
は、Set List – Preset画面内からセットリストの中に存在するプリセットにア
クセスすることも可能です。

FBVフットスイッチを使う: POD HD ProにFBV MkIIシリーズのペダルを
接続しておけば、バンク・アップ 、バンク・ダウン とチャンネルA、B、C、D 
(FS5〜FS8)フットスイッチ を利用することで、全くの「ハンドフリー」でプリ
セットを選択することができます。その場合は、Setup: FS modeセッティ
ングを「ABCD」に設定し、FS5〜FS8 が即座にチャンネル位置へアクセス
できるようにしておく必要があることに注意してください。A、 B、 CまたはD
フットスイッチを押すと、現在選択したバンク内のそのチャンネル位置が即座
に呼び出されます。 と  フットスイッチを押してバンク全体をナビゲート
することができ、またQueued Bank画面が表示されます。次にA、 B、 Cま
たはDフットスイッチを押して、気に入ったバンクからそれぞれのプリセットを
読み込みます。

プリセットの保存: プリセットに対して行った変更を保ちたい、リネームした
い、または現在選んだプリセットを異なるセットリストや、新しいチャンネル位
置へ移動したい、というような場合にはSave機能を使います。保存操作を行
うためにSAVEボタンを押してSave Preset画面を表示させます。

マルチファンクション・ノブ1〜4を使用して保存機能を選びます。SET LIST 
(ノブ 1): プリセットを保存しておきたい場所を8種類のセットリストの中か
ら１つ選びます。デフォルトにより、ここでは現在読み込んだセットリストが表



示されているはずです。DESTINATION (ノブ 2): プリセットを保存す
るために選んだセットリストの中で、特定のバンク/チャンネル位置を選びま
す。保存を確定すると、保存先とした場所の中のセッティングに上書きする
ため以前の内容が完全に失われることに注意してください。現存するプリ
セットと置換したくない場合は、空の場所を選んでください。CURSOR & 
CHARACTER (ノブ 3 & 4): プリセットをリネームするときは、ノブ3を使
用して文字位置を選び、ノブ4を使用して選んだ文字をエディットします。上記
のセッティングが終了しましたら、SAVEボタンを押して確定します。また、保
存をキャンセルする場合は、PRESETSノブまたはVIEWボタンを押します。

Setup
Setupオプションにアクセスする場合は、VIEWボタンを長押しします。ここで
は数々のデバイス機能、インプット & アウトプット・セッティングや、その他多く
の機能の設定を行うことができます。利用可能なSetupページが複数用意さ
れています。4方向ボタンを使用して好みの画面へ移ってください。各ページ
の画面下に表示される最大４種類までのオプションは、マルチファンクション・
ノブを使用することで調整が可能です。
ページ 1 – Setup: UTILITIES

画面上部には、フラッシュ・メモリーと現在POD  HD Pro本体にインスト
ールされているUSB ファームウエア・バージョンが記載されます。 Line 6 
Monkeyを使用して簡単にチェックしたり、入手可能なアップデート全てをイ
ンストールすることができます。画面下部には、マルチファンクション・ノブ1
〜4を使用して調整可能な４種類のオプションが用意されています。

ノブ 1 (FS mODE)– このオプションでFBVフロアボード・フットスイッチ
A、B、C、Dの機能を設定します。この設定は「グローバル」です (現在選択して
いるプリセットとは関係なく持続されます)。「ペダルボード・モード」にFS 5–8

を選択することにより、これらのフットスイッチでエフェクト・ブロック5〜8の
オン/オフを切り替えることができます。(ペダルボード・モードを使用している
間、A、B、C、D機能は Bank s/tフットスイッチを押すことでアクセスが可
能です。) 「プリセット・モード」にABCDを選択することにより、これらのFBV
フットスイッチはプリセット・チャンネル・スイッチとして作動します。注意:FBV 
Express MKIIがFS 5–8に設定されている場合、TAPとTUNER機能は使
用できません。

ノブ 2 (AmP KNOBS DISPLAy)– アンプ・ノブを調節するたびに、LCD 
画面にそのアンプ・トーン・ノブのセッティングを瞬時に表示させます。これはグ
ローバル設定です。

ノブ 3 (LOOPER FS DISPLAyS)– LOOPERフットスイッチで 
Looperモードに切り替えると、パフォーマンス・ビュー画面は自動的にルーパ
ー・フットスイッチ機能を表示する画面に変わります。これはグローバル設定で
す。ルーパー・モードがアクティブの場合、この２つの選択で以下の動作を行い
ます: All Viewsは、現在選択したビューとは関係なくルーパー・コントロー
ルをLCD画面に表示します。Performance Viewは、パフォーマンス・ビュ
ー画面としてルーパー画面を表示します(そしてVIEW ボタンを切り替えたと
きは、3 種類のホーム・ビュー画面をそのまま表示します)。

ノブ 4 (TRAILS)– 「On」に設定されている場合は、そのモデル・エフェクト
をオフに切り替えるとエコーがリピートし、またあるいはディレイのディケイと
リバーブ・エフェクトの効果が持続します。これはエフェクト・ループ・ブロックに
も同様に影響を与えます！ TRAILSオプションを「Off」に設定した状態で、そ
のエフェクト・モデルをオフに切り替えると、そのエフェクトは瞬時にミュートさ
れます。TRAILS機能は、プリセットを変更するとエフェクト・ディケイの「スピ
ルオーバー」は生じない点に注意してください。TRAILS セッティングはプリ
セット毎に保存されます。

ページ 2 – Setup: UTILITIES

画面下の調整可能なオプションは以下の通り、全てがグローバル設定です。



ノブ 1 – POD HDの LCD 画面のコントラストを調整します。

ノブ 2 (TAP TEmPO)– 「On」を選択するとTAPボタンのLEDを点滅さ
せて現在のテンポ値を示します。

ノブ 3 (AC FREQUENCy)– AC 真空管のヒーター部品に特有のAC
ハムは、チューブアンプのトーンに欠かせない要素です。そこでACレートを
USA (60Hz)あるいはUK(50Hz)の周波数に合わせるための設定オプショ
ンを用意しました。POD  HDをこのどちらかの電源タイプに接続したチュー
ブアンプに送る際の信頼性と互換性の確立を目的としています。
ノブ 4 – FBV Express MkIIボードに接続している場合に限り、ノブ4はON
に設定します。他全てのFBVシリーズのコントローラーについては、このオプ
ションをOFFに設定します。

ページ 3 – Setup: INPUTS

パッチ用のソースは、このページの多彩なハードウエア・インプットの中から選
択してください。

ページ 4 – Setup: OUTPUTS

このページのmode設定により、POD HDアナログ･アウトプットへ送られる
シグナルを、ダイレクト･レコーディングや外部アンプへの接続へ最適なもの

にすることができます。これはグローバル設定です。ノブ 1 – アウトプット・
モードを選択します。Studio/Direct: ミキシング・コンソールまたは録音
機器へ「ダイレクト」に接続します。Combo、 Stack: これら4種類のオプシ
ョンは外部アンプへ接続する際のトーンを最適化するためにデザインされて
います。信号は、マイク・モデルまたは「AIR」コンボリューション無しで、 特別
に EQ カーブがそれぞれに加えられた「ライブ」キャビネット・モデルを含みま
す。Combo Front、 Stack Front: 代表的なコンボ・アンプまたはアンプ・
ヘッド + 外部キャビネットそれぞれのフロント・インプットへ接続します。 これ
らモードどちらかを選択すると、トーンをさらに整えるための追加オプションが
表示されます。Combo Power Amp、 Stack Power Amp: コンボま
たはヘッド・アンプのパワー・アンプへ接続します。

ページ 5 – Setup: DIGITAL OUTPUT

これらのオプオションは、S/PDIF OUT、またはAES/EBU OUTへ送られ
る信号を設定する場合にのみ利用します。コンピュータ・オーディオ・インター
フェースまたはデジタル・ミキシング・コンソール等、その他のデバイスのデジ
タル・インプットへ接続する際には、これらの24ビット・デジタル・コネクション
のどちらかを使用します。外部器機のデジタル・インプットをPOD HD Proの
デジタル・アウトプットに必ず同期させてください。あるいは、POD HD Proを
外部器機のデジタル・アウトプットに同期させてください。

ノブ 1 – DIGITAL OUTソケットへ送られたアウトプット・モードの信号タイプ
を選択します: Match Outputs(ページ 4 Setup: Outputs画面で設定し
たものと同じアウトプット・セッティングを使用する)または Dry Input(アンプ、
キャビネット、マイク、「E.R.」無し、またはエフェクト処理済みのソース・インプッ
ト信号)。

ノブ 2 – デジタル信号のサンプル・レートを選択します: 44.1kHz、 48kHz、 
88.2kHz、96kHz。



ノブ 3 – デジタル信号の振幅を増加させます: 0dB (ユニティ・ゲイン)から 
+12dBまで。
ノブ 4 – 外部器機へ送るデジタル・アウトプットを選択します。オプション:S/
PDIFまたは AES/EBU。

ページ 6 – mIDI/TEmPO

ノブ 1 – POD HD ProがMIDI IN と OUT経由で利用するMIDIコミュニ
ケーションの送受信のためのシステム・ベースMIDI チャンネルを設定します。

ノブ 2 – MIDI OUTが MIDI アウトプットとMIDI アウトプット + スルー間で
切り替えられるようになります。

ノブ 3 – テンポ・ベースのエフェクト全ての「Speed」や「Time」パラメータ
ーをタップ・テンポBPM値に従うための音符の値に設定することができます。
このTempo Syncオプションはグローバル設定であり、エフェクトが現在選
択されているプリセットのTempo値かグローバル設定のどちらに従うかを選
ぶことができます。

ノブ 4 – TAPフットスイッチをリズミカルに踏む代わりにこのノブを使用す
れば、現在選択されているプリセットのテンポに入ったり、Tap Tempoを微調
整することができます。この値はプリセット毎に保存されます。

ページ 7 – Setup: VARIAX

このオプションはLine 6 Variax®ギターをPOD  HD Proの背面にある
VARIAXインプットへ接続するために用意されたものです。ノブ 1 –  POD 
HD ProでVariaxをコントロールしたい場合は、Enabledに設定します。 
Variaxを接続し、Enabledを選択すると、画面に追加オプションが表示され
ます。これらのオプションは接続したVariaxタイプによって異なります(エレ
クトリック、アコースティック、ベース)。Disabledに設定すると、Variaxの音
を聞くことはできますが、プリセットの変更には反応しません。   

ページ 8 & 9 – Setup: L6 LINK™

Line 6 LINKコネクションを利用して、POD HD Proの信号を最大４台まで
の DT50™アンプへ供給させる設定が可能です。* これらの設定はプリセット
毎に保存されます。http://line6.com/support/manuals/からオンライ
ンで入手可能な追加文書を参照してください。



mシリーズ・エフェクト、HDアンプ・モデリング、柔軟性の高
いシグナル・ルーティング、そしてダイナミック DSP…
こうしたサウンドのパワーには、それ相応の処理能力が必要になります。最大
8基のMシリーズ･エフェクトを自由な順番に並べ、プリ/ポスト･アンプの設定
を行い、またパラレルに分割するためには多くのパワーが必要です。最もクオ
リティの高いアンプ･モデリングであるHDアンプ･モデル2基を動作させるこ
とも可能です。非常にリアルなモデルを実現するため、一部のモデルには非常
に多くのDSPリソースが必要となります。POD HD Proでは、モデルやルー
ティング･オプションを減らすのではなく、膨大なバラエティのサウンドを実現
できるよう、ダイナミックDSPシステムを採用しました。ピッチ･シフターやリ
バーブなど、一部のモデルは非常に大きなDSPパワーを必要としますが、そ
の他のモデルはDSPの消費量が抑えられており、複数エフェクトを実現でき
るようになっています。特定のモデルをロードするためのDSPが確保できな
い場合は、そのモデルが読み込めないという表示が出ます。バイパスされてい
るモデルは、オン/オフの際にDSPのノイズを出さないよう、必要なDSPを確
保しています。使用しないモデルは、無効にするか、モデルを選択していない
ブロックにすることで、より多くの空きDSPを確保できます。以上の説明は複
雑に思われるかもしれませんが、通常は気にする必要はありません。詳細はア
ドバンスド･ガイドにて解説しています。

オンラインでの情報。
アドバンスド・ガイドやその他の情報はwww.l ine6.jp/manuals
に用意されています      
アドバンスド・ユーザー・ガイドと共に、POD  HD Proに関するエディット機能
の詳細はオンラインで入手できます。オンラインにアクセスする際は、忘れ
ずにPODのユーザー登録を行ってください。オンラインでアクセスした際に
は、PODの登録を忘れずに行ってください。登録することで、お客様の購入さ
れたアンプに万一問題が生じた場合の保証サービスが受けられるようになる
他、特別なサービスや情報等を入手することができるようになります。



表示アイコンの参考資料

 HD アンプ・モデル・ブロック  ダイナミック・エフェクト・ブロック  ディストーション・エフェクト・ブロ
ック

 ワウ・エフェクト・ブロック

 EQ エフェクト・ブロック  モジュレーション・エフェクト・ブロ
ック

 ディレイ・エフェクト・ブロック  リバーブ・エフェクト・ブロック

 フィルター・エフェクト・ブロック  ピッチ・エフェクト・ブロック  エフェクト・ループ  48 秒ルーパー

 マルチ・エフェクト
(１つ以上のエフェクトに割り当てたフ

ットスイッチ オン/オフ)




