
POD® HD500x
取扱説明書

	 「アドバンスド・ユーザー・ガイド」は	www.line6.jp/manuals	でダウンロードできます。	



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

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
感電の恐れがあります。

開けないでください。

SERIAL NO:

注：
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.

Line 6, Inc.: 
The POD, Clifton House, Butler’s leap.  
Rugby, Warwickshire, United Kingdom, CV 21 3RQ

26580 Agoura Road, 
Calabasas, CA 91302-1921 USA

警告：火災や感電を防ぐため、ねじ等を外さないでください。この内部にユーザーが補修できる部品はありません。製品に問題がある場合
はメーカーまでお問い合わせください。

警告：火災や感電を防ぐため、製品を雨や湿気にさらさないでください。



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:
• 本製品が以下のような原因で故障した場合にはサポートサービス・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



POD HD500Xに用意された、より強力なプロセッシング・パワーと抜群の自由度が
ユーザーのクリエイティビティを刺激します。HDアンプの幅広いコレクションと
100 種類以上ものスタジオ＆ストンプ・エフェクト、バックライトLEDリング装備の
プロクオリティ・フットスイッチ、充実した入出力を搭載するPOD HD500Xは、ステー
ジやスタジオに最適な究極のマルチエフェクト・プロセッサーです。

細かい機能まで追求される場合は、www.line6.jp/manualsでオンライン提供し
ている「アドバンスド・ガイド」と「モデル・ギャラリー」の入手をお勧めします。ま
た同じくオンラインで無償提供しているPOD HD500X Editソフトウェアも、ぜひダ
ウンロードしてください。基本的な操作は、このマニュアルでご紹介しています。
では始めましょう！

POD HD500Xをご購入頂きありがとうございます

フロントパネルのコントロール
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1. ディスプレイ − POD HD500Xのパワーを、この LCD を活用します。

 HOME ページ − POD のデフォルト表示です。ユーザーはHOME ページの3 種
類のビュー（表示）から選択できます。 

Selected
Sélection

Ausgewählte
Geselecteerd

Seleccionados
選択

シグナル・フロー・ビューでは、シグナル・チェーン内の全てのアンプやエフェクトが
“ブロック”で表示されます。このビューで、シグナル・パス内でトーンに影響を与え
る全コンポーネントのエディットや移動が可能です。アンプやエフェクト、ルーパー
のブロックの選択には4 方向ナビパッドを使います。シグナル・フロー・ビュー画
面の下部には、マルチ機能ノブでアクセスできる最大4つのパラメーターが表示さ
れます（他の画面でも同様）。これらのパラメーターは選択中のブロックに特有の
ものです。

VIEWボタンを押すと、パフォーマンス・ビューに切り替わります。この画面は、POD 

HD500XのフットスイッチFS1からFS8 へアサインされているエフェクトまたはプリ
セットを表示します。フットスイッチFS4−FS8はSetupページで、エフェクト・ブロッ

ク4−8 のオン／オフ切替にも、バンク内のA、B、C、Dプリセット・チャンネルへの
素早いアクセスにも設定できます（HOME ボタンを長押しするとSystem ページへア
クセスできます）。

VIEWボタンをもう一度押すとビッグ・ユーザー・ビューになり、現在のプリセット

がストアされているバンクとチャンネル番号が表示されます。

Edit ページ − プロセッシング・ブロックやシステム・セットアップ・ページを設定

する全パラメーターが表示されます。シグナル・フロー・ビューで ENTERを2 度押
しすることで、現在選択されているブロックのエディット・ページへアクセスできま
す。詳しくは、オンラインで提供されている「アドバンスド・ガイド」をお読みくださ
い。

2. PRESETSノブ / SET LISTSボタン − このノブを回すことで、ストアされている全
てのプリセットを選択できます。プリセットは、セットリストと呼ばれるグループ
別に保存されるので、用途別に異なるグループにまとめることも可能です。新
しいセットリストをロードする （読み込む）には、 SET LISTS ボタンを押し、4 方
向ナビパッドでいずれかの SET LIST を選択します。セットリストを選択する
と、 セットリストのロードやリネーム（名称変更）、セットリスト内にストアされたプ
リセットのリオーダー （順番変更）などのオプションが利用できます。 注 ： プリ
セットのリオーダーを行うには、SET LISTS ボタンを押して変更を保存する必
要があります。



3. SAVE ボタン − ファクトリー・プリセットやカスタム・セッティングの変更は、
このボタンを押して保存します。どのプリセット位置にも上書きできます。マル
チ機能ノブで、プリセットの名称変更、 セットリストやプリセット位置の選択を
行います。保存を行うには SAVE ボタンを押します。

4. VIEWボタン − このボタンを押して、ユーザー選択可能なHOME ページ・ビュー
3 種（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）
の切替ができます。VIEWボタンを長押しするとSYSTEM & I/Oエディットペー
ジにアクセスでき、ディスプレイのコントラストや入出力の設定、フットスイッチ
の振る舞いのアサインなどが行えます。

5. 4 方向ナビパッド − POD HD500Xの様々なページ内のオプションを移動する
のに使います。パッドの上下左右を押して、ディスプレイ内のアイテムを選択し
ます。また、複数のページのナビゲーションにも使用します。

6. MOVE ボタン − 様々なものを移動させる際に使用します。シグナル・フロー・
ビューでは、4 方向ナビボタンを使ってシグナル・チェーン内のアイテムを選択
します。MOVE ボタンを押すと、そのアイテムを掴み、4方向ナビボタンを使って
シグナル・パス内のどこにでも動かすことができます。もう一度MOVE ボタン
を押して、その場所に配置します。

 SET LISTページでは、MOVE ボタンを使ってプリセットの位置を新しいセット
リスト内やメモリー位置へ変更できます。

 MOVE ボタンを二度押しすると、コントローラーをエフェクト・ブロックのパラ
メーターへアサインできます。

 注：ルーパーとアンプ・モデルは、シグナル・フロー内の配置場所に条件があ
ります。詳しくは「アドバンスド・ガイド」をご覧ください。

7. ENTER（On/Off）ボタン − シグナル・フロー・ビュー内でこのボタンを押すと、
エフェクト・ブロックのオン/オフができます。ENTERを二度押しすると、ディー
プ・エディット（より深いレベルの編集）ページへアクセスできます。ディープ・
エディット・ページには、選択されたブロックに関連する、エディット可能なパ
ラメーター全てを表示されます。ENTERを長押しすると、フット・スイッチ・アサ
イン・モードになります。

 ENTER ボタンは、 セットリストとプリセットをロードする際にも使用します。

8. マルチ機能ノブ − これら4つのノブは、ディスプレイの表示に応じて様々な機
能のコントロールを提供しますが、通常は以下のようにメイク・ディスプレイ

の下部に表示されたパラメーターをコントロールします：ノブ1は左上のパラ
メーター、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。詳しくは「アドバンスド・ガイド」をご覧ください。

9. DRIVE − DRIVE はアンプのゲイン・ノブのような働きをし、サウンドがどの程
度歪むかをコントロールします。POD HD500X は最大 2 つのアンプを同時に
使用できるため、DRIVE ノブを回す前に、まず調整する方のアンプがアンプ・
コントロール（CTL: Ampパラメーター）で正しく選択されていることを確認して
ください。

10. トーンコントロール − BASS、MID、TREBLE、PRESENCEのコントロールは、トー
ンの最適なコントロールができるよう、アンプ・モデルに応じてカスタマイズ
されています。ノブを回すと、ディスプレイにDRIVE やBASS、MID、TREBLE、
PRESENCE の現在の設定が一時的に表示されます。2 つのアンプを使用して
いる場合は、ノブを回す前に、まず調整する方のアンプが正しく選択されてい
ることを確認してください。

11. VOLUMEノブ − 選択したアンプ・モデルの出力レベルを、そのアンプ・モデル
のトーンやディストーションの特徴を変えずに変更します。

12. MASTER VOLUMEノブ − POD HD500Xの出力レベルを（ヘッドフォン・レベ
ルを含めて）調整します。MASTER VOLUMEレベルを変更してもトーンは変わ
らないため、ボリューム・レベルを問わずに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、セッティングをPOD HD500Xのメモリーへストアし
た際にも保存されません。

 注：POD HD500X では通常、MASTER VOLUMEコントロールを最大にした場
合に最高のS/N 比が得られます。MASTER VOLUMEを低く設定し、ミキサーや
レコーダーの出力を上げて調整した場合は、不要なヒスノイズが増えること
があります。レコーディング機器やミキシング機器、その他のスタジオ機器に
接 続した際に MASTER VOLUME をできるだけ高く設 定できるよう、POD 
HD500Xの1/4 “フォーン出力は、マイクやギター・レベルでなくライン・レベル
の入 力 へ 接 続してください。 ライン・レ ベ ル入 力 へ 接 続 す れ ば、POD 
HD500Xの MASTER VOLUMEを最大（またはそれに近い場所）に設定でき、
最高のサウンドが得られます。使用している機材にマイク/ライン・レベル入
力としても機能する入力がある場合は、レベル設定時にその入力のトリムを最
小レベルに、POD HD500Xの MASTER VOLUME を最大にします。ライン出
力をアンプ（インストゥルメント）やライン・レベルに設定できるスイッチも用
意されています。



 以上を踏まえて、MASTER VOLUMEコントロールはまず最小に設定し、そこか
らオーディオのクリップ（不快なタイプの歪み）が起こるまで時計周りにゆっく
りと回していくことをお勧めします。

13. フットスイッチ − 通常の場合、フットスイッチは以下のように機能します：

 Bank Up、 Down − 現在の SET LIST 内の16 のプリセットバンクから選択しま
す。新しいバンクを選択したら、A、B、C、D のフットスイッチを踏んで、そのバ
ンクから実際にプリセットをロードします。

 FS1−FS4 − （上列）これらのアサイナブルなフットスイッチを使い、エフェクト
やアンプモデルのオン/オフを、MIDIコントローラーやアナログ・ペダルを並
べたボード同様に行えます。

 A、B、C & D − （下列）初期状態では、これらのフットスイッチは現在選択され
ているバンクのプリセットA−Dへ即座にアクセスできます。SYSTEM & I/Oペー
ジで、その振る舞いを追加のアサイナブル・オン/オフ・スイッチとして機能す
るようにも設定可能です。このモード（FS5-8）でもBank Up、Downフットスイッ
チを押しながらプリセットへアクセスすることができます。Bank Up、Down の
いずれかのフットスイッチを押すことで、現在のバンクのA、 B、C、D へ一時的
にアクセスできます。プリセットをロードすると即座にFS5−8モードへ戻り
ます。

 タップ・テンポ − TAPボタンを数回踏むことで、TAP機能がアサインされたエフェ
クト全てのテンポを設定できます。POD HD500Xのタイムベース・エフェクト
のほとんどに TAP 設定が用意され、パラメーターを特定の音価へ設定できま
す。TAPを長押しするとチューナー・モードになり、 ディスプレイにはクロマティッ
クチューナーが表示されます。

 ルーパー − POD HD500X には最長 48 秒のループ機能が搭載されています。
PRE/POSTスイッチにより、ループ・レコーディングとプレイバックを、アンプと
エフェクト・モデリングの前または後ろに設定可能（LEDオフ＝プリ、LEDオン
＝ポスト）。PREモード（LEDオフ）でのレコーディングでは、ギターを録音した
ものに対してループを再生しながら様々なエフェクトをオーディションできる
のに対して、POSTモードでレコーディングした場合はアンプとエフェクトもルー
プ内にキャプチャーされ、プリセットを変更することで様々なサウンドをレイ
ヤーできます。REC/OVERDUB を踏むとループのレコーディングが始まり、
PLAY/STOP を踏むとループが終わって瞬時に再生が始まります。再度 REC/
OVERDUB を踏むと、追加パートのオーバーダブが可能。直前のオーバーダ
ブ中にミスをした場合は、UNDO を押せば消せます。1/2 SPEED を使うと、

FULL SPEED 時に比べてループ・タイムが倍になり、オリジナルのループ・スピー
ドの半分の速度になって、全てのピッチも1オクターブ下になります。REVERSE
を押すと、逆回転サウンドが得られます。ループが再生中でもルーパー・モー
ドを抜けてプリセットの切替やアンプとエフェクトのオン/オフを行い、そこか
ら戻って追加ループを加えることもできます。これはクールですよね！

 ルーパー・ディスプレイのデフォルト設定は ALL VIEWSです。PERFOR-MANCE 
VIEWに設定したい場合は、このモードの場合のみディスプレイに表示されま
す。デフォルトのメリットは、ルーパーモードになっているかどうかが常に分か
るということです。PERFORMANCE VIEWセッティングは、ルーピング中にモデ
ルのパラメーターを操作できるのがメリットです。

 注：ループ中にPRE/POST フットスイッチの状態を変更するとボリュームが劇
的に変わる可能性がありますので、十分に気をつけてください。

14. エクスプレッション・ペダル − ペダル左側のランプは、エクスプレッション・ペダ
ルが使用され、アクティブなことを示します。POD HD500X が装備しているペ
ダルは、ペダルに内蔵されたトゥ・スイッチによりEXP 1とEXP 2の機能を切り
替えられるようになっています。POD HD500Xの背面に用意されたPEDAL 2
入力へ 2 番目のエクスプレッション・ペダルを追加することで、EXP 1とEXP 2
を同時にコントロールできます。各ペダルをボリュームとワウにアサインする
ことも、シグナル・パスで使用しているエフェクトやアンプ・モデルの複数のパ
ラメーターを操作することも可能です。



15. Pedal 2 − Line 6 EX-1などの対応エクスプレッション・ペダルを接続すると、
ボリュームやワウ、エフェクト・パラメーター機能などをコントロールするよう
アサインできます。

16. Guitar In − ここへギターケーブルを接続します。ハイゲインやアクティブ・ピッ
クアップを使用している際、POD HD500XのトップにあるGuitar Inスイッチの、
PAD への切り替えが必要になることがあります。設定に規則は無いので、ベス
トのサウンドが得られる方を使いましょう。

17. CD/MP3 Input − CDプレーヤーやMP3プレーヤー、ドラム・マシンやその他
のディバイスを接続すると、PHONESや UNBALANCED OUTPUT、BALANCED 
OUTPUT で聞くことができます。ギター・トーンに対する音量バランスは、各
機器の出力コントロールでボリュームを調整してください。ディバイス上のボ
リュームは最低にしておき、そこから希望するボリュームまで上げましょう。

18. UNBALANCED OUTPUT − 1/4” フォーン・ケーブルを接続して、サウンドをギ
ター・アンプやレコーダー、ミキサー、PAシステムへ送ります。ギター・アン
プへ送る場合はPOD HD500Xのトップにある1/4” OUTスイッチをAMPに、ミ
キサーやレコーダーなど−10dBV入力を持つディバイスの場合はLINE へ接続
します。

19. BALANCED OUTPUT − デジタル・レコーダーへの理想的な接続を行うため、
あるいはライブ時にハウス・ミキサーやPAへダイレクト送りをする場合に、こ
こへバランス XLRケーブルを接続します。ハムやノイズがある場合は、POD 
HD500XのトップにあるXLR スイッチをLIFTにして、ディバイス間のグラウンド
ループを回避しましょう。

20. PHONES − ヘッドフォンを接続します。ボリュームは MASTER VOLUME ノブ
で設定します。常にロー・ボリュームで始め、ボリュームが足りない場合にそこ
から上げて行く、安全な方法を採りましょう。

21. AUX IN − このモノ仕様のアンバランス1/4”入力は、2 本目のギターの他、あら
ゆる 楽 器 に使 えます。AUX IN のル ーティング・オプションにつ いては、
SYSTEM & I/Oエディット・ページで確認しましょう。

22. MIC INPUT − マイクはここへ接続し、MIC LEVELコントロールで適切なレベル
にコントロールします。ルーティング・オプションについては、SYSTEM & I/O
エディット・ページで確認しましょう。

23. エフェクト・ループ − ステレオ（TRSケーブル使用時） FX（エフェクト） センド、ス
テレオFXリターンを実現します。高いピーク‒to‒ピーク電圧で動作させてい
るときにはFX LOOP LEVELスイッチをLINEへ設定し、ラインレベルのディバイ
スに最適なレベルにします。FX LOOP LEVELスイッチをSTOMPへ切り替えると、
ループでストンプボックスも使用できます。

24. VARIAXデジタル・インターフェース − この入力はLine 6 のVariaxギターやベー
スとPOD HD500Xの間で電源供給とダイレクト・デジタル・オーディオ接続
を実現します。シグナルのルーティング・オプションについては、SYSTEM & I/
Oエディット・ページで確認しましょう。

 Variaxを接続する際は、ジャックの損傷を回避するため、Line 6により供給さ
れるVariax 互換ケーブルのみを使い、一般の Ethernet やその他のケーブルは
使用しないでください。

 1本の楽器で充実したギター・コレクションのサウンドを実現できるVariaxファ
ミリーのギターの詳細は www.line6.jpでご確認ください。

25. S/PDIF − このジャックはダイレクト出力シグナルの24-bit 版を送ります。
SYSTEM & I/Oエディット・ページでサンプル・レートの選択やレベルの調整
が可能です。

26. MIDI − POD HD500XをMIDI 機器へ接続して、プリセット選択を行うプログラ
ム・チェンジ・メッセージの送受信を行います。POD HD500XのMIDI OUT を
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背面の接続端子



他の機器の MIDI IN に接続します。MIDI IN は、他の機器の MIDI OUTへ繋ぎ
ます。

27. USB − この USBジャックから、USB を装備したコンピューターへ接続してダイ
レクト・レコーディングを行ったり、無償ダウンロードできるPOD HD500X 
Edit エディター /ライブラリアン・ソフトなどのコンピューターのパワーを活用
した機能を使ったりすることなどが可能です。より詳しい情報はオンラインで
提供される「アドバンスド・ガイド」をお読みください。

28. L6 LINK − Line 6 の開発によるパワフルで独自の接続方法で、様々なLine 6
機器間をケーブル1本で、簡単かつ安定した状態で接続できます。DT50シリー
ズのギター・アンプとPOD HD（300/400/500/500X）シリーズのマルチエフェク
トの場合、この接続を行うことにより両者が同期し、独自のコミュニケーショ
ンを行います。L6 LINKはオーディオとコントロール・データの両方を1本のケー
ブルで送るため、POD HD からDT50 シリーズ・アンプへケーブル1本を接続す
るだけで多くのメリットが得られます：

• POD HD（300/400/500/500X）とDT50 シリーズ・アンプの接続に追加ケー
ブル不要

• POD HDとDT50 のいずれかで行ったトーンのセッティング変更を即座に
反映

• DT50 のノブを回すだけで POD HD のプリセットをエディットでき、それを
POD HD上でセーブすればプリセットを選択するだけで完璧なリコールを
実現

• POD HD上で特定のアンプ・モデルやプリセットを呼び出すと、ソースに
なったアンプにマッチするようDT50 のコンポーネントがアナログ的に再
コンフィギュレーション。POD HD上のプリセットを変更すると、DT50 は
クラス Aやクラス A/B の動作、バイアス方法、負帰還トポロジー、パワー・
アンプの三極管/ 五極管動作など、アナログ部分を瞬時にアライメント。

• 自動センシングにより、どの POD HD が接続されているかに応じて、リン
クされている複数のアンプ（デイジー・チェーン）が様々な方法で動作。全
ての POD HD が最低でもリンクされた DT50 のステレオ動作を実現し、
POD HD500X では最大4台のアンプをリンクして、ウェット/ドライ・モー
ドのようなコンフィギュレーションも簡単に実現。

29. POWER − Line 6 パワー・サプライを接続してユニットに電源を供給します。
電源を切るには接続を外します。ケーブルの意図せぬ脱落を避けるため、T
形のケーブルツリーへパワーサプライ・ケーブルを巻き付けてください。

トーンのエディット−基本編
アンプ・ブロック
ひとつのアンプ・ブロックを、シグナルフローのプリまたはポスト位置に配置でき
ます。

パスAとB内に配置した場合は、2つのアンプを使うこともできます。アンプ・ブロッ
クをデュアルで使用したプリセットでは、アンプ・ブロックAを選択し、MOVE ボタ
ンでプリまたはポスト位置へ移動することで、アンプ・ブロックB を削除することも
できます。

A

B

アンプ・ブロックには、以下の3 種類の状態があります：オン、オフ（バイパス）、

無効（ヌル［NULL］と呼ばれることもあります）

ON DISABLEDOFF
オン オフ 無効



アンプ（AMP）、キャビネット（CAB）、マイク（MIC）パラメーター
のエディット
アンプ・ブロックを選択すると、マルチ機能ノブ1 - 4 を使ってアンプ、キャビネット、
マイク・モデルを選択できるようになります。デュアル・アンプのセットアップでは
ノブ4 により、DRIVE や VOLUME、TONE ノブでどちらのアンプをコントロールする
かをアサインできます。 

Amp Block OFF

A

B

選択したアンプの設定は、アンプ・トーン・ノブを回して調整できます。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・ノブを調整すると、AMP:EDIT LCDスクリーンが一時的に表示され、
現在選択されているアンプA & アンプ Bモデル両方の実際の値が示されます。ま
た、アンプ・モデルが選択されている際にENTER ボタンを二度押しすると、マニュ
アルでAMP:EDIT画面を表示できます。DRIVEやVOLUME、TONEノブを調整すると、
画面内の対応するコントロールが動きます。各ノブの周りに表示される黒い点は、
最後に保存された値を示しています。アンプ・ブロックがオフの場合は、VOL ノ
ブのみが表示されます。これはアンプ・モデルのバイパス・ボリュームのみの独立
したパラメーターです。ユニット上のVOLUMEノブで調整でき、アンプ・ブロック
がバイパスされた際のため、その値は独立してプリセットと共に保存されます。 

アンプ・モデルのディープ・エディット・パラメーターを使うと、まるでアンプ・テク
ニシャンが横に居るように、アンプ・モデルの振る舞いを繊細から極端まで完全に
変化させられます。AMP:EDIT画面のページ1で4方向ナビパッドの右側を押すとペー
ジ 2を表示できます。ノブ1 − MASTER でパワー・アンプ・ディストーションの量

を設定します。このパラメーターは、他のディープ・エディット・パラメーター全て
と相互作用します。ノブ 2 − パワー・アンプのサグ量を設定します。値を上げると、
よりタッチに敏感で、サステインが伸びるモデルとなります。ノブ 3 − ヒーター・ハ
ムとACリップルがトーンと相互作用する量をコントロールします。ノブ4 − マルチ
機能ノブを使って、このページでアンプA、アンプ Bのどちらの設定をするかを変更
します。

4 方向ナビパッドの右側を再度押すとページ 3が表示されます。ノブ1 − パワー管
のバイアスを調整します。最大値の場合、アンプはクラス Aで動作します。最小値
では、非常に “コールド” なクラス ABバイアスになります。 ノブ 2 − バイアス・エ
クスカーションは、パワー管がプッシュされた場合のみに起こる現象です。タイト
なフィーリングを得るには、値を下げます。値を上げると、チューブ・コンプレッショ
ンが強くなります（注：DRIVEとMASTERを上げることで、この現象を体験できます）。
ノブ4 − マルチ機能ノブを使って、このページでアンプA、アンプ B のどちらの設定
をするかを変更します。

 

4 方向ナビパッドの右側をさらに押すとページ4が表示されます。ノブ1 − 初期反
射の量を設定します。値を上げると、反射によるルーム・サウンドが、より多くトー
ンに追加されます。ノブ 2 − 回すとキャビネット・モデルを変更できます。ノブ 3 
− マイク・モデルを選択します。ノブ4 − マルチ機能ノブを使って、このページで



アンプA、アンプ B のどちらの設定をするかを変更します。

注：アンプ・モデルをスクロールすると、各アンプの “プリアンプ”バージョンのセッ
トも収められていることに気付くでしょう。これらのモデルでは、アンプのプリア
ンプ段だけのトーンを得ることができます。これは、POD HD500Xの出力を外部
のアンプに接続する際には非常に便利です。プリアンプ・モデルにはディープ・エディ
ティング・パラメーターは用意されていません。

FX（エフェクト）ブロック
各プリセットには常に合計 8 つの FXブロックが用意されており、それぞれにFXモ
デルまたは FX ループをロードできます。シグナル・フロー・ビューで FXブロック
を選択するとスクリーンの下にオプションが表示され、マルチ機能ノブ1-4 を使っ
て設定できます。シグナル・フロー・ビューで FXブロックが選択されている場合は、
ノブ 1 − FX モ デ ル・カ テ ゴ リ ー か ら Dynamics、Distortion、Modulation、
Filter、Pitch、EQ、Delay、Reverb、Vol/Pan、Wah、FX Loop、無しから選 択
を行えます。ノブ 2 − モデル・タイプ・リストから目的のモデルを選択します。ノブ
3 − 選択したFXモデルに最大 5つの調整可能なパラメーターから選択します。ま
た、ENTER ボタンを二度押しするとエディット・モード画面が表示され、選択され
たFXモデルの全パラメーターを同時に見ることができます。ノブ4 − 現在選択さ
れているパラメーターの値を調整します。

各 FXブロックには以下の機能も用意されています： On/Off：ENTER ボタンを一度
押すと、FXブロックの OnとOff を切り替えられます。シグナルはエフェクトへ送
られ続けますが、プロセスは行われません。MOVE FX POSITION：FXブロックを移
動するには、まずシグナル・フロー・ビューで移動させるFXブロックを選択します。

MOVE ボタンを押すと、FXブロックが浮き上がったように見え、移動可能な状態
であることを示します。4方向ナビパッドを使って、FXブロックを目的の位置に向かっ
て移動します。目的の位置になったら、MOVE ボタンを再度押すと、その場所にド
ロップされます。

FXループ
8 つの FXブロックのいずれにもFX ループをロードすることが可能です。これによ
りPOD HD500XのハードウェアFX ループを、現プリセットのシグナル・パス内の
どこにでも配置できます。

FX同様、FXループのオプションにもシグナル・フロー・ビューの下部、またはエディッ
ト・モード画面でアクセスできます。またENTER ボタンを一度押すことで FX ルー
プの OnとOff を切り替えられます。

ミキサー・ブロック
ミキサーは常にパラレルなパス AとパスB の最後に位置しており、“ポスト” 位置へ
送られる前に、各パスの出力レベルとパンを独立コントロールできます。シグナル・
フロー・ビューでミキサーが選択されていると、画面下に4つのパラメーターが表
示され、マルチ機能ノブ1−4でアクセスできます。ノブ1 − Volume Aはパス A 出
力のボリューム・レベルをコントロールします。0 dBがユニティ・ゲインです。ノブ
2 − Volume B はパスB 出力のボリューム・レベルをコントロールします。0 dB が
ユニティ・ゲインです。ノブ 3 − Pan Aはパス A 出力の L/R ステレオ・バランスを調
整します。ノブ4 − Pan B はパスB出力の L/R ステレオ・バランスを調整します。

注：ミキサー・レベルを変更すると、それより後方のシグナル・チェーンにあるエフェ
クトやアンプ・モデルの “ドライブ”具合に影響を与えます。例えばアンプの前にあ
るミキサーのレベルを上げると、アンプのディストーション・キャラクターが変化し
ます。これは、アンプ・モデルが本物同様の振る舞いをすることの証明にもなりま
す。

エクスプレッション・ペダル・アサイン
POD HD500XにはEXP 1、EXP 2の2 つのペダル・モードがあり、それぞれにどの
FXモデル・パラメーターも、さらにはFX ループ・パラメーターもアサインできます。



EXP 1とEXP 2ペダル・モードは、独立したFX パラメーターをコントロールするよ
うにアサインできます。本体に搭載されているペダルは、EXP 1とEXP 2のペダル・
モードを切替可能です。トゥ・スイッチを踏むことで EXP 1とEXP 2を切り替えら
れます。PEDAL 2入力にエクスプレッション・ペダルが接続されると、それはEXP 2
をコントロールします。

アンプとFX パラメーターのコントロール
EXP 1とEXP 2のパラメーター・アサインは、Controller Assign 画面で実行できます。
Controller Assign 画面にアクセスするには、シグナル・フロー・ビューで、エクスプ
レッション・ペダルのアサインを行うアンプやFXブロックを選択します。目的とす
るFXブロックを選択したら、MOVE ボタンを二度押ししてください。現在選択され
ているブロックにロードされたアンプやFXモデル用の Controller Assign 画面が表
示されます。マルチ機能ノブ1-4で、その FXモデルのペダル・アサイン・オプショ
ンを設定します。ノブ1 − エクスプレッション・ペダルでコントロールしたい、その
モデルのパラメーターを選択します。ノブ 2 − パラメーターをアサインしたいコン
トローラーを選択します。ペダル・アサインを行わない場合は Off、そうでない場
合はEXP 1またはEXP 2を選びます。ノブ 3 − ペダルのヒール（かかと側）ポジショ
ンのパラメーター値を設定します。ノブ4 − ペダルのトゥ（つま先側）ポジションの
パラメーター値を設定します。

FXやアンプ・ブロックをフットスイッチへアサイン
FS1からFS8 のフットスイッチとエクスプレッション・ペダルのトゥ・スイッチは、FX
やアンプ・ブロックのオン/オフ切替にも設定できます。シグナル・フロー画面でフッ
トスイッチをアサインしたいブロックを選択し、ENTER ボタンを長押しすると
Footswitch Assign画面が表示されます。マルチ機能ノブ1を使って、このFXブロッ

クをアサインしたいフットスイッチを選択します。注：複数のFXブロックを１つのフッ
トスイッチ、あるいはエクスプレッション・ペダルのトゥ・スイッチにアサインするこ
ともできます。現プリセットの FX スイッチ・アサインは、 VIEWボタンを押してパ
フォーマンス・ビュー画面を表示することで確認できます。

セットリスト
POD HD500Xは 8 種類のセットリストへ、それぞれ 64プリセットをストアできます。
いずれかのセットリストをロードすることで、どのプリセット位置にもアクセスでき
るようになります。

どの画面にいても、PRESETSノブを押すとSET LISTS 画面を表示できます。

セットリストのロード：4方向ナビパッドで、またはPRESETSノブを回してセットリス
トを選択し、ENTERボタンを押します。選択されたセットリストが即座にロードされ、
全てのプリセットが使用可能となります。この際、その前にロードしていたプリセッ
トは自動的にクローズされ、新しいセットリスト内にある同じバンク/チャンネル
番号のプリセットがロードされることに注意してください。

セットリストの名称変更：目的とするセットリストを選択し、SAVE ボタンを押すと



Rename Set List 画面が表示されます。名前を編集するには、マルチ機能ノブ 3を
使って文字の位置を選択し、ノブ4で使用する文字を選びます。作業が終わったら、
SAVEを再度押すことで新しい名称が確定します。

セットリストの編集：セットリスト画面内で ENTER ボタンを二度押しすると、現セッ
トリスト内のプリセットリストが表示され、各プリセットのバンク/チャンネル位置
の確認や、プリセットのロード、プリセットの並びの変更などが行えます。64 の位
置から、4方向ナビパッドで、またはPRESETSノブを回して選択します。 MOVE ボタ
ンを押し、4 方向ナビパッドを使って、選択したプリセットを新しい位置へ移動し、
再度 MOVEを押して配置します。変更が終わったら、PRESETSノブを押すことで
変更が確定されます。

プリセットの作業
POD HD500X 内の 8 つのセットリストには、プリセットを収められる64 のチャンネ
ル位置が存在します。各プリセットには、使用されている全ての FX & アンプと、
その全パラメーター、シグナル・フロー内の位置、フットスイッチ＆ペダル・アサイン、
ミキサーの設定、入力オプションやその他のオプションが含まれています。

プリセットへのアクセス：どの HOMEビュー画面でも、PRESETSノブを回すとセット
リスト内の 64 の位置が順番に表示され、そのプリセットが即座にロードされます。
また、Set List−Preset 画面でセットリスト内にあるプリセットへアクセスすること
もできます。

バ ンク＆チャン ネ ル・フットスイッチ ： POD HD500X は、Bank Up 、Bank 
Down 、チャンネルA、B、C、D（FS5 - FS8）フットスイッチを使うことで、完全な

ハンズフリーでプリセット選択を行うこともできます。System−FS Mode の設定
を “ABCD” にしておくことで、FS5−FS8 を使って即座にチャンネル位置へアクセス
できます。A、B、C、Dスイッチを押すと、現在選択したバンク内のチャンネル位置
が瞬時にリコールされます。Bank Up 、Bank Down  フットスイッチを押し

てバンクをナビゲートすると、バンクの列を示す画面が表示されます。次にA、B、C、
Dフットスイッチを押して、目指すバンク内の対応するプリセットをロードします。

プリセットの保存：プリセットの変更を保持する、あるいはプリセットの名称変更、
他のセットリストや新しいチャンネル位置への移動を行う場合には、保存機能が

使用できます。保存を行うにはSAVEボタンを押してSave Preset画面を表示します。

マルチ機能ノブ 1−4 を使用してSave 機能を選択します。 Set List （ノブ1） ： 8 つ
のセットリストから、プリセットを保存したいものを選択します。初期設定は、現
在ロードしたセットリストになります。DESTINATION （ノブ 2） ： 選択したセットリス
ト内でプリセットを保存したバンク/チャンネル位置を選択します。保存を確定し
た場合、保存先にあるプリセットは完全に上書きされることに注意してください。
現在のプリセットを保存したい場合は、空きの場所を選択します。CURSOR & 
CHARACTER （ノブ 3 & 4） ： プリセットの名称を変更するには、文字の場所をノブ 3
で選び、使用する文字をノブ4で指定します。以上の設定が済んだら、 SAVE ボタ
ンを押して確定します。保存しない場合は、PRESETSノブかVIEWボタンを押します。

システム・セットアップ
システム・セットアップ・オプションへアクセスするには、VIEWボタンを長押ししま
す。ディバイス機能や入出力のセッティングなどを設定できます。複数のセットアッ
プ・ページが用意されており、目指す画面には4方向ナビパッドでナビゲートします。
各ページの画面下には最大4つのオプションがあり、 マルチ機能ノブで設定します。



Setup: Utilities Options

画面の上部に、現在 POD HD500Xへインストールされているフラッシュ・メモリー
とUSBファームウェアのバージョンがリストされます。現在提供されているアップ
デート全ての確認とインストールは、Line 6 Monkeyを使うことで簡単に行えます。
画面の下部には4 種類のオプションが用意されており、マルチ機能ノブ1-4で調整
できます。

ノブ1 − このオプションはPOD HD500XのフットスイッチFS5からFS8 の機能を設
定します。この設定はグローバルです（プリセットの種類を問わず共通しています）。
FS 5−8 を選択した場合は “ペダルボード・モード” となり、各フットスイッチで FX
ブロック5-8 のオン/オフ切替を行います（ペダルボード・モードの際もA、B、C、
D の機能には Bank Up/Downフットスイッチを押すことでアクセスできます）。
ABCDを選択した場合は “プリセット・モード”となり、各フットスイッチはプリセット・
チャンネル・スイッチとして機能します。

ノブ 2 − 本体上のアンプ・ノブを調整した際、Amp Tone Knob のセッティングを
LCDディスプレイ上へ一時的に表示できます。これはグローバルな設定です。

ノブ 3 − LOOPER スイッチでルーパー・モードを有効にした場合、パフォーマンス・
ビュー画面が自動的にルーパー・フットスイッチの機能を表示するよう変化します。
これはグローバルな設定です。ルーパー・モードが有効の場合、この2つのセクショ
ンは以下のような振る舞いをします ： All Viewsでは、現在選択されているビュー
を問わず、LCDにルーパー・コントロールが表示されます。Performance Viewでは、
ルーパー画面をパフォーマンス・ビュー画面として表示します（VIEWボタンを切り
替えた場合は 3 種類の HOMEビュー画面が表示できます）。

ノブ4 − On に設定された場合、エコーのリピート、ディレイやリバーブ FXのディケ
イが、モデルをオフに切り替えた場合も継続します。これはFX ループ・ブロックに
も影響します。Trails オプションが Off の場合、モデルをオフに切り替えるとディケ
イは瞬時にミュートされます。なお、このTrails 機能は、プリセットを切り替えた際
の FXディケイのスピルオーバーは提供しません。このTrails 設定はプリセット毎に
保存されます。

Setup: Utilities Options

画面の下部に表示される調整可能なオプションの機能は以下の通りで、その全て
がグローバル設定です。

ノブ1 − POD HD500Xの LCD 画面のコントラストを調整します。

ノブ 2 − Onを選択すると、TAPフットスイッチの LEDライトが点滅して、現在のタッ
プ・テンポ値を示します。

ノブ 3 − AC 真空管ヒーター・コンポーネントの典型的な AC ハムは、チューブ・ア
ンプのトーンで重要な役割を果たしています。このオプションは、AC Rate を米
国 （60Hz）や英国（50Hz）の周波数へマッチさせることで、より本物らしさと、POD 
HD500Xをいずれかの電源に接続したチューブ・アンプへフィードした際への互換
性を提供します。

Setup: Input Options



このページは、各パッチのソースとして様々なハードウェア入力を選択するのに使
用します。

Setup: Output Options

このページのMode 設定は、ダイレクト・レコーディングや外部アンプへの接続に
最適化するよう、POD HD500Xのアナログ出力へ送られるシグナルのタイプを設
定できます。この設定はグローバルです。ノブ1 − Output Mode を選択します。
Studio/Direct：ミキシング・コンソールやレコーディング機器へ “ダイレクト” 接続
する場合。Combo and Stack Setting：外部アンプへ接続した際にトーンを最適化
できるよう、4 種類のオプションが用意されています。このシグナルには “ライブ”
キャビネット・モデルが含まれており、マイク・モデルや “AIR”コンボルーションは
含まれず、それぞれに特別なEQ カーブが追加されています。Combo FrontとStack 
Front：それぞれ、典型的なコンボ・アンプやアンプ・ヘッド＋外部キャビネットの
フロント入力への接続用です。いずれかのモードを選択した場合、さらにトーンを
シェイピングできる追加オプションが表示されます。Combo Power AmpとStack 
Power Amp：コンボやヘッド・アンプのパワー・アンプへの接続用。

Setup: S/PDF Output Options

このオプションはS/PDIF OUTへ送られるシグナルの設定専用です。コンピューター・
オーディオ・インターフェースやデジタル・ミキシング・コンソールなど、他の機器

のS/PDIF入力へ接続する際に、この24-bit デジタル接続を使用します。S/PDIFを
使用する際は、外部機器のデジタル入力をPOD HD500Xの S/PDIFデジタル出力
へシンクさせます。

ノブ 1 − S/PDIF OUTへ送られる出力モード・シグナルのタイプを選択します。
Match Outputs（ページ4, Setup: Output Options 画面で設置されたものと同じ出
力設定を使用）またはDry Input （アンプやキャビネット、マイク、アーリーリフレク
ションやFXプロセッシングの適用されていないソース入力シグナル）

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

ノブ 3 − S/PDIFシグナルの音量を増加：0 dB（ユニティ・ゲイン）から最大+12 dB
まで

Setup: MIDI/Tempo Options

ノブ1 − POD HD500X が MIDI DIN IN/OUT 端子での MIDI の送受信に使用する、
システムのベース MIDIチャンネルを設定。

ノブ 2 − MIDI Out DINをMIDI Outまたは MIDI Out + Thru に切り替え。

ノブ 3 − 全てのテンポベースFXのスピードとタイムのパラメーターは、タップテンポ
BPM 値に追従した音価に設定できるオプションが用意されています。このTempo 
Sync オプションは、FXをプリセット毎の値でタップ・テンポに同期させるか、グロー
バルなのかを選択できます。

ノブ4 − TAPフットスイッチをリズムに合わせて踏む代わりに、現在のプリセット
用にタップ・テンポの入力や微調整が行えます。この値はプリセット毎に独立して



保存されます。

Setup: Variax Options

Line 6 Variax® ギターをPOD HD500X 背面のVARIAX 入力へ接続した際に使用す

るオプションです。ノブ 1 − POD HD500X で Variaxをコントロールする場合は
Enabled へ設定します。Variax が接続され、Enabled に設定すると画面に追加の
オプションが表示されます。このオプションは、接続されたVariax のタイプ（エレ
クトリック、アコースティック、ベース）により異なります。Disabledに設定すると、
Variax のサウンドは聞こえますがプリセットの変更には反応しなくなります。

Setup: L6 LINK ™

POD HD500Xのシグナルを、Line 6 LINK 接続を使って最大4 台の Line 6 DT50 ™ 

アンプへ送るよう設定できます。この設定はプリセット毎に保存されます。http://
line6.jp/support/manuals/ に用意されている追加ドキュメントをご覧ください。

ペダル・キャリブレーション
POD HD500X に搭載されているペダルを使用する前に、機能を最適化するため
キャリブレーションを行うことを推奨します。まず POD HD500Xを電源オフの状
態にして、電源を入れる際に4方向ナビパッドの を押し続けて以下のような “Test 
Mode”画面を表示させ、その後次のようなステップを実行します：

1. 選択されていない場合は4 方向ナビパッドの を使用して上図のように “Pedal 

Cal”を選択します。

2. VIEWボタンを押します。

3. ペダルを最小の “かかと（ヒール）” 位置にして、次に Aフットスイッチを押して
Duty Cycle の値を設定します。値が100 に設定されたことが表示されます。

4. ペダルを最大の “つま先（トゥ）” 位置にして、次にBフットスイッチを押してDuty 
Cycle の値を設定します。ここでもステップ 3 同様、100 に設定されたことが表示
されます。

5. Cフットスイッチを押すと、自動的にScaled Pedal Valueが選択されるので、ペダ
ルを最小から最大に動かします。Scaled Pedal Valueが、かかと位置で 0、つま先
位置で255と表示されます。それ以外の数値が表示された場合は、電源をオフに
してステップ1から同じステップを繰り返してください。



6. Dスイッチを押して設定を保存します。Test Mode 画面に戻り、Pedal Cal のア
イテムへ、ペダル・キャリブレーションが完了したことを示す “P”が表示されます。
一度電源を切り、再度電源を入れると使用できます。

Mシリーズ・エフェクト、HDアンプ・モデリング、
フレキシブルなシグナル・ルーティング、ダイナミックDSP
最大8つのMシリーズ・エフェクトを、どんな順番でも、アンプのプリでもポストでも、
またパラレルにスプリットしても使用できるということは、大きなパワーを使用し
ます。また、非常にリアルなアンプ・モデリングを搭載するHDアンプ・モデルを
2 つ同時に使用するオプションも用意されています。これほどのリアリティを実現
するため、一部のモデルには、より多くの DSPリソースが必要になります。我々は
POD HD500Xのモデルとルーティングの量を減らすのではなく、1台の製品でバラ
エティ豊かなサウンドをクリエイトできるダイナミックDSP システムをデザインしま
した。ピッチ・シフターやリバーブは、膨大なDSPを消費します。その他のエフェ
クトはずっと消費が少ないため、エフェクトの同時使用数を増やすことができます。
特定のモデルをロードするDSPの余裕がない場合、モデル・セレクト機能は、その
モデルが利用できないことを示します。バイパスされたモデルは使用するDSP を
リザーブすることで、FX がオン/ オフされた場合の DSP のスパイクを回避します。
使用しないモデルは、無効にするか、何のモデルも選択されていないブロックに
することで、より多くの DSPを空けることができます。文章にすると複雑に思える
かもしれませんが、実際にはとてもシンプルで、多くのユーザーにとっては意識す
る必要がありません。詳細は「アドバンスド・ガイド」をお読みください。

オンラインでチェック
「アドバンスド・ガイド」や追加ドキュメントは www.line6.jp/manualsで入手でき

ます。POD HD500Xのディープ・エディット機能については、オンラインで提供さ
れている「アドバンスド・ガイド」をお読みください。また、オンラインで実行でき
るユーザー登録、製品登録もお忘れなく。登録を行うことでサポートや特別オ
ファーなどのお知らせも提供されます。



表示アイコン例

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
（フットスイッチのオン／オフが 

複数のエフェクトへアサイン）


