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注意: 本機はテストの結果、FCC 規制の Part 15によるクラス 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。 器機の
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 および M13 は、Line 6, Incの登録商標です。 他全ての製品名、登録商標、及びアーティスト名はそれぞれの所有者の権利に基づくものであり、 Line 
6社との関連、あるいは提携関係はありません。 製品名、イメージおよびアーティスト名は、本機、Line 6のサウンド・モデル開発中に研究対象となった製品の音
色とサウンドを識別するためにのみ使用しています。 これらの製品名、商標、イメージおよびアーティスト名の使用において、いかなる協力関係もエンドースメン
トもありません。



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器機（アンプリファイアーを含め）、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。
･ ポラライズド・プラグ、またはアースタイプのプラグの安全上の主旨を無効化しないでください。 ポラライズド・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間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。
･ 全ての修理は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、電源の切断器機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: 100/120V, 220/240V, 50/60Hz (同梱された電源の電圧による)を備えた電源コンセントに差し込んでください。
･ 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。
･ 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
 • 通常どおりに作動しなかったり、性能が著しく劣化したとき
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1.  ケーブル・フック - 接続した電源コードが誤って外れないよう、コードをここ
に１、２回巻きつけます。

2.  POWER入力端子 - 付属の Line 6 電源コードをここに接続します。

3. POWER - スイッチを入れると、点灯します。 スイッチを切ると、消灯しま
す。

4. MIDI IN/OUT - MIDIの特色が盛り込まれている、とっておきの情報は 
www.line6.com/manuals をご覧ください。シーンの変更、FXユニッ
ト・メモリー・セレクション、ルーパー操作、エクスプレッション・ペダルおよびタ
ップ・テンポ等を、離れた場所から操作する方法が記載されています。 さらに
MIDI システム・エクスクルーシブ・メッセージによる、シーンデータのやり取
りに関する情報も記載されています。

4. EXPRESSION PEDAL 1 + 2 - Line 6 EX-1を含め、標準的なエク
スプレッション・ペダルに対応しています。 FXパラメーターを、エクスプレシ
ョン・ペダルのどちらかの入力に割り当てれば、リアルタイムでコントロール
することができます。 Line 6 エクスプレッション・ペダルはパッシブ、10kΩ 
モノのリニアテーパー・ポットを使用しており、標準的な 1/4インチ、モノ・シ
ールドケーブルを使用しています。 

6. ステレオ入力端子 - ギターまたはその他のモノ音源を接続する場合は、 
L(MONO) 端子を使用します。

7. FX ループ - このループは、M13のFX ユニットのどのチェーンの中にでも
割り当てることができます。しかし、RETURN が何も接続されていない場
合は無効となります。

8. ステレオ出力端子 - モノ出力には、 L(MONO) 出力端子を使用します。

基本操作

FX ユニット (FX UNIT 1, 2, 3, 4) - 最大 4 種類のエフェクトを、一度に
作動させることができます。 各FXユニットには、 3 つのメモリー (A, B & C)が
あり、どのタイプ(ディストーション= 黄色、ディレイ= 緑、モジュレーション= 青、
フィルター= 紫、そしてリバーブ= オレンジ)のどのモデルでも作動させることが
できます。 オーディオ・パスは、 FX UNIT 1 から始まり、 FX UNIT 2, 3 を経
て 4へたどり着きます。

画面 - 現在選ばれているFXユニットの設定が、各画面に表示されます。 現在選
ばれているエフェクトタイプが、それぞれの色で識別できます。(ディストーション
= 黄色、ディレイ= 緑、モジュレーション= 青、フィルター= 紫、リバーブ= オレン
ジ)  右上の文字は、現在使用しているメモリーが A」, 「B または C のどれであ
るかを示します。 この文字の右側に、エフェクトモデル名が表示されます。 エフ
ェクトが全てオフの場合、 「BYPASS」と表示されます。 ノブでコントロールす
る設定は上記の通りです。 注意: エフェクトタイプを変更するときは、MODEL 
SELECT ノブを押します。また、新しいモデルを選択するときは、MODEL 
SELECT ノブを 回し ます。



メモリー・フットスイッチ - 各FX ユニットには 3 つのメモリー (A/B/C)があ
ります。 一度に使用できるのはどれか１つです。いずれかのフットスイッチが明る
く点灯し、そのインジケータの色により、エフェクトタイプが識別できます。 オフ
のフットスイッチもまた、そのエフェクトタイプを示す色で薄明るく点灯します。 
フットスイッチを踏むと、メモリーがオンになります。 オンになっているメモリー
のスイッチをもう一度踏むと、そのFXユニットはバイパスされます。

TAP - タップ・テンポは、全てのディレイ・エフェクトに有効ですが、モジュレーショ
ン・エフェクト では一部を除いたほぼ全てに有効です。 フィルター・エフェクト に
関しては一部に限って利用する事ができます。 ディレイとMODエフェクトの場合
は、上段、中央のノブを回します。フィルターに関しては、そのFXユニットの下段、
左のノブを最大値まで回すことでタップ・テンポと通常の操作モードとを切り替え
る事ができます。 タップ・テンポの操作モードに入ったら、このノブを回して有効
な音符値を１つ選択します。 TAP スイッチを2 回、またはそれ以上で複数回タ
ップすると、タップ・テンポ・コントロールの有効なエフェクト全てのタイム／スピ
ード／テンポが、タップしたテンポに合わせて変更されます。 エフェクトに対する
タップ・テンポ操作を終了するときは、このノブをもう一度最大値まで回します。 
注意:タップ・テンポ・コントロールに設定されたパラメーターは、エクスプレッショ
ン・ペダル操作で影響を受ける事はありません。

50 50
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TAP を押し続けると、チューナーが起動します(エフェクトとルーパーは全て無
効になります)。 下段左のパラメーター・ノブで基準周波数を設定します。 下段右
のパラメーター・ノブで「BYPASS AUDIO」 または「MUTE AUDIO」 を
選択すると、音出しせずにチューニングができます。 チューナーを終了するとき
は、もう一度 TAP を押します。



シーンとシーン設定

M13 のシーン選択モードには、12 種類のシーンが用意されています。各シー
ンそれぞれに完璧なペダルボードがあり、3 FX ユニットのA/B/Cの全ての設
定が保存されています。 FX セッティング全てに加え、１つのシーンには、 Send/
Return ループ、 BPM, DSP/トゥルー・バイパス、ゲート、さらにはエクスプレッ
ション・ペダルの割り当ての信号位置が保存されているため、各シーンでこれら
の設定を変更する事も可能です。 参考にしていただけるように、各シーンに対し
てペダルボードの例を１つ用意してあります。

SwampThing
AZ Still Brings It

My ScratchPad Scene

Zepplica
Call The Police
Bridge Of Vibes

On The Edge
‘Road’ Suitcase

Bass In Your Face

DL Mania
Jeff-O-MATIC

Expression Pedals!

シーンにアクセスするときは、 SCENES フットスイッチを踏みます。 有効な12 
種類のシーン全てが画面に表示されます。 現在設定されているシーンが、 (上記
の例、(AZ Still Brings IT のように)画面に表示され、それに対応するフット
スイッチが点灯します。 違うシーンを選択するときは、他の 11 FX UNIT フット
スイッチのいづれかを押します。 Momentary Scene モードは初期設定なの
で、別のシーンを新しく選択するとそのペダルボードの設定に切り替わり、必要に
応じてエフェクトをオフ／オンすることができます。

Momentary Scene モード  
モーメンタリー・シーン・モードで新しいシーンを選択すると、画面は基本表示に
戻ります。 必要に応じて任意のFXユニットをオンにするか、またはバイパスにす
ることができます。 シーンの内容に変更を加えた場合、従来のペダルボードの
セットアップと同様に自動的に保存されます。 新しいシーンを選択するときは、 
SCENES を踏んでから FX UNIT フットスイッチを踏みます。

Latch Scene モード  
ラッチ・シーン・モードでの唯一の違いは、シーンを呼び出して新しいシーンを選
択した後でも、 12 のシーンが画面に表示されたままになることです。画面上で
FX ユニットの設定を見る事はできません。SCENES フットスイッチを一度踏ん
で基本操作の画面に戻れば、個々のエフェクトの微調整を行うことができます。 
このモードは、複数エフェクトの組み合わせを、別のエフェクトの組み合わせに一
括して切り替える時に便利です。 全ての FX ユニットをバイパスする場合は、現

在作動しているシーンのフットスイッチを踏みます。

シーンの保存  
FX ユニットの現在の設定内容をシーンに保存したり、通常の操作から呼び出し
たシーンをコピーするときは、SCENES を 踏むことで シーンの保存が行われ
ます:

シーン名が点滅する反転文字で画面に表示されます。

[A], [B], [C] フットスイッチの内１つを踏んで代わりのシーンを選ぶと、画面に
今選択したシーン名が点灯表示されます。

MODEL SELECT ノブを回して文字を選び、シーン名を変更する事ができま
す。 上部右のパラメーターノブを回して、編集に必要な文字を選びます。

SCENES インジケータが点滅している: 2 秒以上フットスイッチを踏むと保存
が完了します(または LOOPER CONTROLS か TAP フットスイッチを踏むと、
保存操作が キャンセル されます）。

シーン・フォルダー  
M13 には 4 つのシーン・フォルダーがあり、合計 48 種類のシーンが用意され
ています。 新しいフォルダーにアクセスするときは、SCENES ボタンを押してか
ら、FX UNIT 1の MODEL SELECT ノブを回して呼び出したいフォルダーを 
(1~4)の中から選び、そこから呼び出したいシーンを選びます。 新しいフォルダ
ーの中のシーンは初期設定になります。

ルーパーと設定
M13 のルーパーを使用すると、ノーマル・スピードで最長 28 秒間、ハーフ・スピ
ードで最長 56 秒間のモノ録音ができます。 FXがステレオでもループは常にモ
ノです。

ルーパー・モードに入るときも、終了するときもLOOPER CONTROLS 
スイッチを使います。



REC/ODUB スイッチを踏んでループの録音を開始します。 REC/
ODUB スイッチをもう一度踏むと、ループ録音が直ちに止まり、オーバ
ーダビングを開始します。好きなだけ何回でも録音する事ができます。

録音せずにループを続けるときは、 PLAY/STOP スイッチを踏みま
す。 ループに合わせて演奏する事ができます。 ループにオーバーダビン
グされることはありません。 スイッチをもう一度踏んでループ再生を止
めます。

停止中または再生中に PLAY ONCE スイッチを踏むと、ループが終
わった時点で再生が止まります。 

演奏をミスった？ UNDO/REDO フットスイッチを踏むと、最後にオー
バーダビングされた内容を削除することができます。 一番最後にオーバ
ーダビングした内容を、一時的にキャンセルしたい場合にも便利です。 
削除した内容を呼び戻したいときは、UNDO/REDO スイッチをもう一
度踏みます。

再生モード中に HALF SPEED フットスイッチを踏むと、ループが半
分の速度で再生されます。 ループの長さを最長 56 秒まで延長したい
場合は、新しいループを半分の速度で始めます。

REV フットスイッチを踏むと逆再生になります。 ただし録音中に逆再生
しようとすると、録音は直ちに停止し、ループ再生が逆方向で始まりま
す。

ルーパーをFXユニットの前、または後ろにかけるときは、 PRE/POST 
フットスイッチを踏みます。

ループ中にFXを使用する  
エフェクト使用中にルーパー・モードに入っても、そのエフェクトは信号経路上で
そのまま有効となります。 ループ中にFX ユニットの変更や、シーンの切り替え
をするときは、LOOPER CONTROLS フットスイッチを踏んでルーパー・
モードを終了し、エフエクトやシーンの選択を行ってからもう一度 LOOPER 
CONTROLS フットスイッチを踏んでルーパー・モードに戻ります。 ルーパーを

「PRE」に設定すると、FXはギター信号のみにかかります。 セットアップ・メニュ

ーからルーパーを「POST」に設定すると、FX はループ録音とギター信号両方
にかかります。

セットアップ

LOOPER CONTROLS/HOLD FOR Setup フットスイッチを踏んだままにし
て Setupモードに入ります。 パラメーター・ノブを使って以下に記載されている
設定を調整します。

FX1:PDL2

FX3:PDL2

FX2:PDL1

FX4:OFFLPR:OFF

Expression Pedals

Version #

Expression Pedals – 各FX ユニットはエクスプレッション・ペダル１台でも、ま
たはペダル無しでも操作することができます。 １台のペダルで複数のFX ユニッ
トを操作する事ができます。 ペダルをかかとに合わせて好みの設定をし、次はペ
ダルをつま先に合わせてます。最後に両方の踏み具合を確認します。

一番上の列に表示されている左の番号は、ストンプボックス・モデラーのソフトエ
アバージョンです。 Line 6 Monkey ソフトウエアを使用してアップデートを確
認してください。

PLAY

OVERDUB LO CUT120 BPM

LprLvl LprEQTempo

HI CUT

Tempo –下段左の(BPM) ノブで、エフェクトを基にした時間／速度全ての包括
的なテンポを設定します。

LprLvl – PLAY (上段中央)ノブで、ルーパー全体の再生レベルを調整します。 
OVERDUB (下段中央)ノブで、 0dB–20dBの間でパスされた各オーバーダビ
ングのレベルを調整します。

LprEQ – Hi Cut (上段右)ノブでロー–パス・フィルターの周波数を調整します。 
Lo Cut (下段右)ノブはハイ–パス・フィルターの周波数に対し影響を与えます。 
Hi Cut と Lo Cut は両方とも、録音されたループのオーディオ信号にのみ影響
を与えます。
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DSP BYP

Prefs – MODEL SELECT ノブを回して、True Byp または DSP Bypを選
びます。 True Bypを選んだ場合、全てのFX ユニットがバイパスされた時に作動
し、ルーパーは作動せずに、外部のエフェクト・ループ・リターンには何も接続され
ていない状態になります。 この場合、リレーは信号をオール-アナログ・パスに切
り替えることになります。 通常のリレー切り替えシステムと同様に、リレーが切り
替わるカチッという音が聞こえます。 しかし DSP Byp を選んだ場合、バイパス
を使用した際の突然音がカットされる代わりに、ディレイとリバーブが滑らかに減
少していく効果が得られます。

Scenes – 一旦エフェクトを調整すると、他のA/B/C メモリーに切り替えてから
もう一度戻ったときでも、その内容はそのまま残ります。保存操作をする必要は
ありません。 まるで異なる個々のストンプボックスを調整したかのように、それぞ
れの設定が最後に触ったノブの状態のまま残ります。 仮想のペダルボードを１台
ずつ取り替えるかのように、これと同じ事がシーンの切り替えでも作用します: 前
回使用したシーンを呼び戻したとき、最後に調整した内容がそのままの状態で呼
び出す事ができるのです。

シーンで最後に調整した内容をそのまま残したくないのであれば、Scenes (
上部中央) のパラメーターを、AUTOSAVEの代わりにMNLSAVE (マニュア
ルで保存)に設定します。 この設定にすると、１つのシーンに対して行った設定を
保存したい場合は、その都度シーンの設定モードに入って保存操作を行わなけ
ればなりません： SCENESを押したまま、現在使っているシーンのスイッチを
踏み、それからもう一度同じスイッチを踏んで保存を行います(画面には Copy 
Completedが表示されます)。

REL/ABS POTS – REL モードを使うと、１つのノブを回してパラメーターを
調整するとき、その値がノブの位置まで突然ジャンプせずに、上下の動きに合わ
せて一定間隔で徐々に変更することができます。 ABS に設定すると、エフェクト
のパラメーターを増加させる変更ができなくなります。 パラメーター値は常に
現在のポットの位置から調整します。 

FX Lp — ハードウエアのセンド/リターン・ループは、全てのFX ユニットの前で
も、またはそれらのどのエフェクトの後でもかけることができます。 どのシーンで
もFX ループを除いた設定もできます。 FX ループを使ったシーンから、使わな

いシーンへと使い分けることで、外部エフェクトをオン／オフと切り替えてめりは
りを付けることができます。

DUMP ALL?

DECAY DIM OFFCH 1

CONTRASTOFF

MIDI Gate Displays

MIDI — 「DUMP」を使ってシーンや、フォルダーまたは全てのシーンをコンピ
ューターにバックアップすることができます。 初期設定を呼び戻す事もできま
す。 ２番目のパラメーター(下段右)は、M13 が送受信する MIDI チャンネルの
割り当てに使用します。 詳細は、www.line6.com からアドバンスド・ガイドをダ
ウンロードしてご覧ください。 また入手可能なアップグレードを確認し、M13 フ
ァームウエアのアップデートを行うために Line 6 Monkey ユーティリティ・ソフ
トウエアのダウンロードも行ってください。

Gate — ゲートは、各シーンに適用される特殊なペダルのようなものです。 こ
のエフェクトには、フットスイッチ・コントロールがないので、ゲートを常にオンにし
たいときにのみ使用してください。 THRESH (上段中央)ノブでゲートのスレッ
ショルドを設定します。このノブを時計逆方向にいっぱいまで回してノイズ・ゲー
トをバイパスします。 DECAY (下段中央)ノブでノイズ・ゲートのディケイを調
整します。

Contrast — (上段右) 画面の明るさを調節します。

DIM ON/OFF (下段右)ノブで、エフェクト・メモリーがバイパスされているとき(
オン)や、無効(オフ)のとき、薄明るく点灯しているフットスイッチのLEDを動作可
能にします。



まだまだあります… 
エフェクトをコピーする  
エフェクトは他のどのメモリーのシーン内にでも、または全く異なるシーンの
中にもコピーすることができます。 例えば、エフェクトをメモリーのロケーショ
ン、FX UNIT 1A から FX UNIT 3Bまでの中にコピーすることができま
す。 まず始めに、コピー先となるメモリーのロケーションを選びます(エフェクト
はオンの場合、画面にそのパラメーターが表示されます)。 MODEL SELECT
ノブを押してそのまま保ちます。 画面が点滅します。 コピー先となるロケーショ
ンのメモリー・フットスイッチを押すと、コピーが完了して元の場所と、新しい場所
に内容が保存されます。

同じフォルダーの中で、１つのシーンから別のシーンに１つのエフェクトをコピー
することもできます。 MODEL SELECTノブを押してそのまま保ちます。 画面
が点滅します。 SCENES スイッチを押します。 全ての画面が点滅します。 その
エフェクトのコピー先となるシーンを選びます。 M13 はそのシーンに進み、作
動中のエフェクトのブロック全てが点滅表示されます。 コピー先となるロケーシ
ョンのメモリー・フットスイッチを押すと、コピーが完了して元の場所と、新しい場
所に内容が保存されます。

SEND/RETURN ジャックは外部エフェクト、または アン
プに使用します。  
リアパネルのSEND/RETURN ジャックは、ストンプボックス/インストルメント・
レベルのアンバランスな接続として、M13のエフェクトと直列で外部器機を接
続する事ができます。 信号伝達経路の中、これをどこで行うのか、Setup モー
ドで選びます: 全ての FX ユニットの前、それら２つの間に入れる、またはそれら
全ての後。 FX ループをその位置を外して設定することもできます。 この設定
は各シーンの一部として保存されるため、別のシーンでセンド/リターンを区別し
て使用する事ができます。 RETURNに接続しない場合、ループは無効となり信
号伝達は影響を受けません(ただしSENDはそれでもチューナーにセンドからの
供給として信号を送り続けます)。

典型的な使用例としては、センド/リターン・ループで１つ、あるいは複数の外部エ
フェクトを作動することです:

FX ユニットを使ってギターアンプのインプットに入れて、他をアンプのエフェク
ト・ループに使ってみてはどうでしょうか。 結構ですね。 FX ユニットの 1 と 2 を
アンプのインプットにつなぎ、FX ユニットの 3 と 4 をアンプのエフェクト・ルー
プへ入れます。 まず、センド/リターン・ループをFX ユニット 2の後に作動するよ
うに設定します。 続いて以下のように設定します:

アンプ入力へ

アンプ・センドから

アンプ・リターンへ

またはもっと楽しむために、エフェクトを 2 つの異なるアンプに分けてみます:以
下に示すようにセンド/リターン・ループをFX ユニットの 2 の後に作動するよう
に設定します。 FX ユニットの 1 と 2 は最初のアンプに信号を送り、FX ユニッ
トの 3 と 4 は、２番目のアンプに送ります:

アンプ入力へ

アンプ入力へ

または FX ユニットのフル・セットを 2 台のアンプに本物のステレオのように作
動させます:

 

アンプ入力へ
アンプ入力へ



または、M13の SEND/RETURN ジャックを全く使わずに、M13 をアンプの
エフェクト・ループにそのまま使うという接続もあります:

INPUT
L(MONO) RIGHT

FX SEND
L(MONO) RIGHT

OUTPUT
L(MONO) RIGHTL(MONO) RIGHT

FX RETURN

To amp input

From amp Send

To amp Return

アンプ入力へ

アンプ・リターンへ

アンプ・センドから

これらはほんの幾つかの例に過ぎません。 さあ、いろいろな使い方を考えてみ
ましょう!

モノ/ステレオ操作  
ステレオ操作が可能なモデル (Stereo Delayのように)も用意されています。 
モノ・モデル (ディストーション等)の前に作動する場合、信号はモノ・エフェクトに
供給された後にモノの状態で次のエフェクト、あるいはアウトプットに送られるた
め、信号はモノに変換されることになります。


