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Echo Park　取扱説明書 © 2004, Line 6, Inc.

Line 6、 ToneCore、 Constrictor、 Crunchtone、 Echo Park、 Space Chorus、
Tap Tremolo および Über Metal はLine6社の商標です。

警告:
火災や感電の原因になりますので本機を雨や水がかかるところには設置しないでください。

注：
この装置はクラスＢデジタル装置としてテストされ、ＦＣＣ規則の第１５部の条件に準拠することが証明された。オペレーシ
ョンには次の２つの条件が適用される。（１）この装置が有害な干渉の原因になることはほぼ無い、そして（２）この装置は
誤動作を起こすかもしれない有害な干渉を含めてどんな干渉も受け入れなくてはならない。

このマークは、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。

このマークは、注意喚起シンボルであり取扱説
明書などに、一般的な注意、警告、危険の説明
が記載されていることを表しています。



ToneCoreを使用する前に以下の安全上の注意事項をよくお読みください。
 １． ToneCoreの取扱説明書に記載されている警告は必ずお守りください。
 ２． オプション電源機器は必ず100-120Vまたは200-240V 47-63Hzの電源に接続してください。（オプション電源機器に記載された電

源を確認してください。）
 ３． ToneCoreの取扱説明書に書かれていること以外はしないでください。次のような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
　  • 本機の内部に異物が入ったり、液体が入ったりしたとき
　  • 雨天や湿度の高いところで使用し、故障したとき
  • 製品に異常や故障が生じたとき
  • 本機が落下したりして損傷したとき
 ４． 本機を暖房機器の近く、発熱する機器の上など温度が極端に高くなるところには置かないでください。
 ５． 異物や液体が本機に入らないようにカバーをしてください。
 ６． 長時間使用しないときは電源コードを抜いてください。雷が近づいたときは電源コードを抜いてください。
 ７． お手入れは軽く湿った布のみ使用してください。
 ８． 弊社の指定する付属品／アクセサリーのみ使用してください。
 ９． 大音量や不快な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。

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。



Echo Park 取扱説明書
エフェクトのモノ信号を
標準のアンプやステレオ

入力へ接続 
ギターは必ず

ToneCoreのモノ入力
端子へ接続 

または、ギターの
代わりに、モノ
またはステレオの
エフェクトペダルを
ToneCoreの
ステレオ入力端子

へ接続



Line 6 Echo Parkディレイ・ペダルをお選びいただき
ありがとうございます。 

エフェクト・オン・オフ／電源インジケータ
ToneCoreの電源インジケータは3色でペダルの状態を
表示します。

・  緑（点滅） － エフェクトが有効（オン） 
点滅速度でディレイタイムを表示

・  オレンジ（点滅） － エフェクトをバイパス（オフ） 
点滅速度でディレイタイムを表示 

・  赤（点滅） － 電池交換が必要
電池消耗時の表示がいずれの場合にも優先され
ます。 

電源端子
DC-1など別売のToneCore対応Line 6電源を接続
すれば9V電池を使う必要はありません。

接続端子と電源インジケータ 
入力端子
標準のギターケーブルでギターを接続するか、別のエ
フェクターの出力端子を接続してToneCoreと組み合わ
せて使います。EchoParkにモノ信号を入力する場合
は、［MONO/L］端子を使用します。一般のペダルと同
様、この端子に接続するとToneCoreに電源が入ります。
ToneCoreを使用しないときは、両方の入力端子から
ケーブルを外してください。

出力端子
ギターアンプの入力端子、または、アンプにつなぐ別のエ
フェクターの入力端子に標準のギターケーブルで接続し
ます。モノ接続の場合は［MONO/L］端子を使用します。

フットスイッチ
スイッチを踏むたびにエフェクト処理をオン／オフしま
す。フットスイッチでタイミング設定をする方法は、タップ・
テンポのセクションをお読みください。 



モデルスイッチ
Echo Park内のバーチャル回路の設定を変更します。それ
ぞれユニークで異なる3種類の音色から選んでください。 

TAPEは懐かしいテープ・エコーの温かみのあるサウン
ドが得られます。また、エコーを繰り返すたびに、ヴィン
テージのテープ・エコーのように高域端が削れ暗いトー
ンになっていきます。おまけにテープ交換も必要ありま
せん。

DIGITALは透き通るようにクリアなデジタルならでは
の高品位エコーです。

ANALOGはバケツリレー式電子回路を採用したヴィ
ンテージのアナログ・ディレイサウンドで、暗く歪んだ音
色が特徴です。 

TRAILS ON/OFFスイッチ
このスイッチをオンにすると、バイパス中でもEcho Park
の処理機能が継続するので、エフェクトをオフにするとエ
コーが滑らかにフェードアウトしていきます。
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TAP TEMPO
足元で軽やかに操作すればエコーがグルーヴに乗りま
す。革新的なToneCoreのダブル・アクション・フットス
イッチを2回ほどタップすると、エコー間隔がそのテンポ
に同期します。以下の手順に従ってください。

•  エフェクトがオンでもオフでも、フットスイッチを軽く数
回踏んでディレイ・タイムを設定できます。はじめの2
回のタップでテンポを検出し、それ以降3秒以内に更
にタップすると平均値がテンポに反映されます。

•  フットスイッチを一番下まで踏み込むとエフェクト処理
のオン／オフが切り替わり、タップ機能は無視されま
す。

•  ［TAP TEMPO］スイッチでディレイを変更していると
きは、［TIME］ノブの現在の設定よりタップによる値の
ほうが優先されますが、その後また［TIME］ノブを回
すと、タップ・テンポで入力した値は無効になり
［TIME］ノブの設定値が使われます。 

•  エフェクトがオンのときはEcho Parkのインジケータ
がテンポに合わせて緑に点滅し、オフの状態ではオレ
ンジに点滅します。インジケータは常に4分音符の速
度で点滅します。

タップ・テンポの時間設定について
通常、ディレイ・タイムは53ミリ秒～2500ミリ秒の範囲
です。

ただし以下の例外があります。

3連8分音符　=　13ミリ秒～833ミリ秒
付点8分音符　=　30ミリ秒～1875ミリ秒 
スラップ　=　10ミリ秒～625ミリ秒 

コントロール類



MIX
右に回すほどエコーが大きく、左に回すほど静かになりま
す。 

REPEAT
最小にするとエコーは1回、最大にするとエコーは無限に
繰り返します。 

TIME
エコーの間隔を53ミリ秒（最短）～2.235秒（最長）の範
囲で設定します。実際に音を出しながら、ディレイタイムが
滑らかに変化するのを聴いてみましょう。タップ・テンポ（前
頁参照）を使用して、最大2.5秒までの設定も可能です。 
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MOD
エコーに心地よいステレオ・モジュレーション効果を与え
ることができます。モデルごとに独自のステレオ・モジュ
レーションを用意しています。 
•  ANALOG： ビブラート 
•  DITIGAL： コーラス
•  TAPE： ワウ・フラッター 

機能コントロール・ノブ 
Echo Parkには多種多様な機能の選択肢があります。

•  NORMALタップが4分音符として処理されるので、フット
スイッチをタップするのと同じ速さでエコーが返ってきま
す。
•  TAP(3連８分音符)： 4分音符でタップすると、3連8分音
符でエコーが返ってきます。

•  TAP(付点8分音符)： 4分音符でタップすると付点8分音
符でエコーが返ってきます。

•  SLAP： 速いスラップ・バック・エコーが返ってきます。
［TIME］ノブの設定範囲が自動的に10ミリ秒～150ミリ

秒になります。4分音符のタップが16分音符のエコーで
返ってきます。

•  SWELL： エコーに自動ボリュームのうねりが加わる、夢想
的なエコーです。 

•  SWEEP： エコーのフィードバック・ループにこのスゥィー
プ・フィルターをかけると面白いサウンドになります。

•  DUCKING： 演奏中はエコーのボリュームを抑え、演奏後
にエコーのボリュームを上げることにより、演奏中の原音
とエコーが混濁しないようにします。 

•  MULTI 1*： マルチ・タップ・ディレイを組み合わせたエ
コーのリズム・パターンです。

•  MULTI 2*： マルチ・タップ・ディレイのリズムのバリエー
ションです。

•  PING PONG： 左右のタップを交互に入れ替えます。
•  REVERSE*： レコードやテープを逆再生するように、入力
音をリバース再生します。ライブで使えばウケること間違
いなし。 

*印の付いた機能では、左右の入力信号が一緒に処理される
ので、エフェクトのかかった信号はモノになりますが、演奏
している原音はステレオのままになります。 

 

コントロール類 



電池の交換

1）ペダルを下までいっぱい
に押します。

2）ペダルを押さえたまま、もう
片方の手でペダルの蝶番部
分を両脇から押し込みます。

3）蝶番部分をつまむよう
に押しながらペダルを
上げると電池ケースが
開きます。 



電源
Line 6 DC-1など別売の電源を接続すれば9V電池を
使う必要はありません。また、一般に使用されている９V 
DCのストンプボックスにも対応しています。電源を接続
すると、電池との接続は切れます。 

+

電池の交換

電源電圧  6 VDC 9.6 VDC 16 VDC 

電源電流
@ 9.6 VDC 40mADC 60mADC 100mADC

電力 
@ 9.6VDC 0.4 Watt 0.6 Watt 1 Watt

 最小 公称 最大

電源仕様



トーンの設定例 

Slappy-Verb 
まず、髪をオールバックに撫で付け、
ジーンズの裾を折り返し、キャメルの
レギュラーのタバコを1箱、まくりあ
げた袖に挟む。そしてこの設定で音
を出せば、本格派ロカビリーのスラッ
プ・バック・エコーが出来上がり。  

Dynamic Delay (ducking)
エコーだらけで埋もれてしまいたく
なかったら、この設定がオススメ。
演奏中はエコーのボリュームを落と
し、弾き終わるとエコーを前面に出し
てくれます。 

60’s Reverse
演奏音を水素駆動のタイムマシンに
詰めて、1966年のグルーヴィーなス
タジオに送り込み、そのスタジオで
テープ録音、テープを逆再生させて未
来にまたトランスポートしEcho Park
から吐き出したのが、このサウンド。
リラックスして流れに身を任せよう。



トーン設定

好みのサウンドに仕上がったら、ノブとスイッチの設定を記録します。 




