
POD® HD PrO x
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：本製品は米国連邦通信委員会（FCC）により定められたFCCルールのPart 15に基づくクラスBデジタル機器に準拠するようテストおよび製造されています。 
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。

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.

注意
内部を開けないでください。

感電の恐れがあります。

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。このなかに一般使用が可能な部品はありません。 
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：
	 ◦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	HD	Pro	X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、充実した入出力を搭載するPOD	HD	
Pro	X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	HD	Pro	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 HD Pro X の世界へようこそ
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1.  POWER −このスイッチでPOD	HD	Pro	Xの電源が入ります。

2. ディスプレイ−このLCDディスプレイがPOD	HD	Pro	X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・ビューです。このホームページには、ユー
ザーが選択できる3種類のビューがあります。
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選択

選択された状態

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したり移動したりすることができま
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、これはほぼ全ての画面で同
様です。これらのパラメーターへアクセスするには、マルチ機能ノブを使います。

VIEWボタンを押すとパフォーマンス・ビュー画面に切り替わります。

この画面には、FBV	MKIIシリーズ・フットコントローラー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System	&	I/O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−このページにはプロセッシング・ブロック、またはシステム・
セットアップ・ページを設定する、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



ナビボタンでセットリストを選択してからENTERを押します。選択したセットリ
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。マルチ機能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	Xの様々なページ内のオプション間の移動と選
択に使用します。ディスプレイの中のアイテムを選択するにはこのパッドの左、
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
を選択します。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：ルーパーとアンプ・モデルにはシグナルフロー内の位置に応じた振る
舞いの違いが存在します。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、アンプやエフェクト・ブロックのオン／オフを切り替えることができます。
ENTERを二度押ししてディープ・エディット・ページにアクセスします。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ペー
ジ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.  マルチ機能ノブ−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「歪ませるか」か、つまりディストーションをかけたいかを設定します。POD	
HD	Pro	Xは、最大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− 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マイズされています。ど
のノブを回しても、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、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	X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。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、POD	HD	Pro	Xのメモリー位置には保存されませ
ん。

注意：外部機器にマイク/ラインレベルの入力が用意されている場合は、その
入力のトリムを最小レベルに設定し、そこからPOD	HD	Pro	Xの mASTER 



VOLUmEを最大までゆっくりと上げ、それから外部機器のレベルを好みに応じ
て設定します。このアプローチが、最高のSN比を得るのに役立ちます。ライ
ン出力をアンプ（楽器）または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。

まずmASTER VOLUmEを最小にして、そこからオーディオのクリッピング（好ま
しくない歪み）が起こらない範囲で時計回りに上げていくことをお薦めします。

14. タップ・テンポ−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の
ピックアップを使用している場合は、POD	HD	Pro	X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・
ノブを使用して適切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。マ
イクを使用する場合は、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12dB/octでアッテネー
トします。低域のルーム・ノイズを除去したり、マイクの近接効果を低減したり
する際に活用します。

–20 −インプット・ゲインを20dB減らします。

48V −ファンタム電源を必要とするマイクへ48Vを供給します。

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。安全なレベルの音量で作業できるよう、
まずは低い値に設定し、そこから好みの音量まで上げ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-bitのデジタル入出力を提供します。SyS-TEm 
& 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	X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	Xの
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	X間
に電源とデジタル・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。

Variaxを接続する際は端子の損傷を避けるため、市販のEthernetケーブルな
どを使わず、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 −このUSB端子からUSBを装備したコンピューターへ直接つなぐことでダ
イレクト・レコーディングが実現し、また無償ダウンロードできるエディター /ラ
イブラリアン・ソフトのPOD	HD	Pro	X	Editなど、コンピューターを使った様々
な機能を活用できます。詳しくはwww.line6.jpをご覧ください。

24. AES/EBU −この端子は24-bitのデジタル入出力を提供します。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。また、
AES/EBU OUTをL6	LINKへ切り替え、L6 LINKを装備した他のLine	6製品と組
み合わせることもできます（OUT/THRUのみ）。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 ™−様々なLine	6製品の間をケーブル1本で簡単に、かつ高い信頼性
により接続できる、Line	6が独自開発したパワフルな接続方法です。DT50™シ
リーズのギター・アンプとPOD	HD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。そのためその親となるPOD	HDファミリーのプロ
セッサーからDT50シリーズのアンプ間を1本のケーブルで接続するだけで、
多くの優れた利点を得る事ができます：

19 20 21 22 23 24
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背面の接続端子



◦	POD	HD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	X、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	X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	X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が最適です。ハム音やノイズが気になるときは、POD	
HD	Pro	Xの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	X
のギター・インプットからタップされた、プロセスされていないギター信号が送
られます。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する際に最適です。

28. FBV −FBVやFBV	MKII	Shortboard、FBV	MKII	Expressなど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には対応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電圧で使用する場合は、
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−この2基のアンバランス1/4"	入力には2台目のギターやキーボー
ドのほか、1つまたは2つの1/4"出力を持った、どんな楽器も接続できます。
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、アンプ2つ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（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、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。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
ルがトーンへどのくらい影響を与えるか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	HD	Pro	X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	HD	Pro	X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。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。FBVトゥ・スイッチを踏むことでEXP	1とEXP	2のペダル・モードを
切替可能です。エクスプレッション・ペダルをFBV	SHortboard	MKIIの背面にある
PEDAL 2入力に接続すると、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
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。

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	X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）
を押すと逆再生が可能です。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：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	X	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、マルチ機能ノ
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。

プリセットの作業
POD	HD	Pro	X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。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。

FBVフットスイッチを使う：POD	HD	Pro	X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「ハンズフリー」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 & I/O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

画面の上部に、現在POD	HD	Pro	X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FBVフロアボード・フットスイッチの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（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。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一時的に表示させます。これはグローバル設定
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一時的に
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

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	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	HD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。

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。

Setup：INPUTS



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：OUTPUTS

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	HD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：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、他の機器のデジタル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。外部機器のデジタル入力をPOD	HD	Pro	Xのデジ
タル出力へシンクするか、もしくはPOD	HD	Pro	Xを外部機器のデジタル出力へシンク
させます。

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 −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

ノブ 4 −外部機器へ送るデジタル・アウトプットを選択します。オプション：S/PDIFま
たはAES/EBU。

Setup：mIDI/TEmPO

ノブ 1 −POD	HD	Pro	X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

Line	6	Variax®ギターをPOD	HD	Pro	X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	HD	Pro	X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™

Line	6	LINKコネクションを利用して、POD	HD	Pro	X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.jp/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、 
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	HD	Pro	X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	HD	Pro	X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）


