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AMP1のご購入、ありがとうございます。
AMP1は他に類を見ないアンプで、その背景にある物語も普通とは違います・・・

私は以前からずっと、ステージでもスタジオでもプロである自分の要求を満たしてくれて、しかもギグバッグに入れて常に持ち歩けるほど小型で
軽量なアンプを夢見ていました。ジミ・ヘンドリックスやジェフ・ベック、リッチー・ブラックモアといったギタリストたちのパワフルなトーンに影響を
受け、ギタリストやサウンド・デザイナー、数多くのギターアンプの共同開発者として仕事をしてきた私は、すぐにそれとわかる個性を持った、強力な
トーンの伝統と深く関わっていることを実感しています。私の仕事においては、自分のトレードマークとなる個性的なサウンドばかりでなく、プロと
してのクオリティーを持った、幅広い種類の――ジャズからメタルに至る――トーンの引き出しが必要です。そんな私の夢は、ビンテージ・チューブ・
アンプの圧倒的な力強さと個性を、車のダッシュボードやギグバッグに入ってしまうほど小さなパッケージに詰め込むことでした――しかも、トーンに
対する妥協をせずに。それはまさに、実現不可能なことでしたが、ついに現実のものにする事が出来ました！

私の夢を実現したこのAMP1は、カントリーやブルース、ヘビー・メタルなど、あらゆる音楽を演奏するギタリストの要望に応えてくれるはずです。
しかも、不必要な機能によって使い勝手を悪くすることなく、必要不可欠な機能を確保しながら、完璧主義で徹底好きなサウンドにこだわる人々の
期待に応えてくれるでしょう！

1950～60年代
50年代に作られた最初期のチューブアンプの主な機能は、バンドやオーケストラの中でギターの音を聞こえるようにするというものでした。60年代に
なってようやく歪んだギター・トーンが見いだされると、この過激なスタイルの機材はロックのような新しいジャンルの音楽に取り入れられるように
なりました。当時はまだ、PAシステムが登場しておらず、コンサートの観客は、ステージのアンプから出た音だけを聴いていました。そのため、60年代の
チューブアンプは、音量を出せることが重要な機能だったのです。

1970～80年代
70年代から80年代にかけて、ギタリストたちはアンプにより多くの機能を求めるようになりました。複数のチャンネルやエフェクト・ループを備えた
アンプが、新たな標準になったのです。新しく登場したデジタル技術を応用した、プログラム可能なアンプも市販されるようになったのもこの頃です。
しかし、あふれんばかりの機能はほとんどの人たちにとって、とても利用しきれないものだということが明らかになったのです。

1990年代
初期のデジタル・モデリング・アンプでは、多くのプリセットを利用できましたが、納得のいくトーンは得られませんでした。そのため、90年代には本物の
チューブアンプがふたたび見直されるようになりました。プレイヤーたちの声が高まるにつれて、プレキシ・タイプやツイード・タイプなどの、伝統的な
設計のアンプが復活したのです。代表的な設計を取り入れたチューブアンプの中には、アップグレードによってMIDIインターフェイスを内蔵し、より
柔軟な機能を発揮するものもありました。

2000年以降
21世紀に入ると、機材をバンで運ぶのを嫌がるギタリストが増えて、より小型で持ち運びに便利なアンプの需要が目に見えて増えました。しかし、この
手のいわゆる“ランチボックス・アンプ”の多くは、1種類のサウンドしか出せませんでした。また、ほんとうにクリーンなサウンドやヘビーなサウンドが
欲しい時には、ヘッドルームやダイナミクス、トーン、音圧感などに不満がありました。30ワット程度の出力は、自宅で音を出すには十分でも、大きな
ステージや野外でのライブ、あるいは練習スタジオでさえ、あっという間に限界に達してしまいます。サウンドが“濁る”ために、会場を満たすことが
できないのです。そのため、アンプは100ワットぐらいの出力を確保したいところですが、今どきそのような重いボックスを持ち歩きたい人はいない
でしょう。

パワフルなオール・チューブ・アンプ
大型のアンプは、大きな音で鳴らすように作られています。しかし、多くの場合それでは音量が大きすぎて、ステージでは音が飽和してしまいます。
そして、全員が―観客もPA担当もバンドも―不満を持つ結果に終わるのです。それでも、多くのギタリストにとって、ドライブさせたチューブアンプの
太くて暖かみのあるサウンドを諦めることはできません。純粋主義者は、パワーソークを内蔵したフル・チューブ・アンプで問題を解決しようとします。
パワーソークがあればアンプが飽和するまで出力を上げながら、音量を許容範囲内に抑えることができます。しかし、残念ながらこのシステムには
欠点があり、パワーソークがサウンドを劣化させてしまいます。パワーソークを使用することで音量が下がるとともに、パワーアンプの“電流帰還”の
量も減って、そのためにサウンドが平坦になり、活き活きした感じが失われてしまうのです。この問題に対処するには、新しい出力抑制システムを開発
する必要がありました。

今日のアンプの多くは、いまだに古い考え方に基づいて作られています。現在のミュージシャンの要望に応えるために、私は技術面でも発想面でも、
全く新しい方法を選ばなければなりませんでした。
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I HAVE A DREAM

・・・私には夢がありました。　その夢は現実のものとなり、それが今、あなたの手許にあるのです。
　　　　　　　　　　　　

チューブアンプ発達史

私には夢があります



TUBEAMP REVOLUTION

新しい基準
AMP1――100Wのチューブ・トーン・パワー
AMP1は、大音量で個性に富んだチューブ・サウンドと可搬性、ストレスのない操作性、プロの使用に堪える機能という、それまで実現不可能だった
要素の統合を、初めて達成したアンプです。AMP1は、サウンド・クオリティや性能の面で妥協することなく、あらゆる用途に対応し、必要な時にいつ
でも手許にあるような、新世代のアンプの第1号機です。

AMP1は実に個性的なアンプです。これがあれば、どんなスタイルの音楽でも演奏できます。カスタマイズ可能なAMP1ならではのサウンドと機能に
よって、お気に入りのサウンドで演奏したり設定を保存したり呼び出したりするのも自由自在です。

多彩な機能と驚く程の拡張性が特徴のAMP1ですが、不必要な機能でユーザーに負担をかけることはありません。ですから、あなたは最も大切な目的
すなわち、音楽を演奏することに集中できるのです。
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長所
●良質で個性的なトーン
●コントロールやボタン、機能が少ない
●操作が簡単

短所
●柔軟性に乏しい
●通常は1種類の用途にしか使えない

長所
●柔軟性が高い
●応用範囲が広い

短所
●サウンドに妥協がある
●操作が複雑
●機能が多すぎる

旧世代

新世代

旧世代と新世代の
長所の融合＝AMP1

チューブアンプの革命



Page-7

プロ・ギタリストとして活動してきた私は、過去50年の間に作られたほとんど全ての伝説的なギターアンプを試し、数えきれないほどのエフェクターを
使ってみました。その経験のおかげで、今では良いトーンを決定する要素は何なのか、どうすれば不必要な、あるいは悪影響を及ぼすような要素を
見極めることができるのかが、わかるようになりました。自分ならではのトーンを見つけるには、いろいろな手段を講じる余地がありますが、機能が
多ければ良いというわけではありません！ AMP1があれば、あなたは抜きんでた存在になれるでしょう。AMP1は、過剰な機能を前に途方に暮れること
なく、自分ならではのトーンを見出すためのあらゆる可能性を提供してくれます。

あなたがいくつかの基本的なサウンドしか必要としないなら、AMP1はあなたにぴったりのアンプです。より多くのサウンドを使い分けたいなら、
REMOTE1がより多くの可能性を開いてくれます。AMP1の設定にお気に入りのペダルを組み合わせたいなら、REMOTE1（別売）とLOOPERKIT（別売）
を使うことで、4つのリレー式トゥルー・バイパス・ループを利用した完全にプログラム可能なスイッチング・システムが構築できます。必要なものを
自由に決めることができるのです。

自分ならではのトーンがあって初めてあなたは自分のギターと一体になり、ほんとうの意味で幸せになれます。実際に鳴らして音を聴けば、AMP1の
トーンがあなたにインスピレーションを与えてくれるだけではなく、音を出した時に――このマシンが手放せなくなるほど――引き込まれるような
感覚を実感できるでしょう！ AMP1のダイレクトな反応や、図太いながらも濁りのない低音、薄っぺらくなったり耳障りになったりしない高音、そして
計り知れないほど深みのあるトーンが、あなたとギターを一体化させてくれるでしょう。AMP1があれば、あなたは自分だけのトーンを見出すことが
できるのです！

Everything you need ‒
always on hand

個性

独自性

必要なものの全てが――
いつも手の中に

Boutique To Go
持ち運び可能なブティックアンプ

AMP1は、プロがステージやスタジオで使用するために設計されています。「ナノチューブ」を使用した100ワット出力のパワーアンプは、最高品質の
チューブと強力な音圧であなた自身のトーン・パレットを解放します。

AMP1は信じられないほどの音量が出せます！　4つのチャンネルで、驚きに満ちたギターアンプの（CLEANからVINTAGE、CLASSIC、MODERNに至る）
歴史をたどることができます。AMP1は、切り替えおよび微調整が可能なBOOSTとREVERBのコントロール、3つのフットスイッチ、レコーディングに
便利な非常に優れたスピーカー・シミュレーション・モード、ヘッドフォン出力を備え、現代の高級チューブアンプに求めるあらゆる機能が利用できます。
いっぽう、その活き活きした倍音のおかげで、AMP1はリビングルームで鳴らすぐらいの音量でもバランスの取れた太いサウンドが得られます。そして、
POWER SOAKを利用すれば、ベッドルームでわずか0.15ワットの出力でも、“ジミヘン”そのものになった気分が味わえます。

AMP1はどこにでも持ち運べます――ギグバッグのポケットにすっぽりと収まる大きさです。信じられないほどコンパクトで軽量です。ライブの前や
後の作業を少しでも手早く行えるように、AMP1はEASYLOCK――BluGuitarによるマグネットを使用したアタッチメント・システム――を採用しており、
ペダルボードやキャビネットにしっかりと固定する（そして取り外す）ことができます。また、REMOTE1フロア・コントロールを使えば、AMP1を完全な
――調節可能なPOWER SOAKも含めた――プログラムが可能なアンプ・システムに発展させることができます。AMP1は、あなたに究極の実用性と
トーンの柔軟性を提供します。

多様性と音量

柔軟性



とても長い間、私の夢見たアンプは技術的に見て不可能のように思われました。

しかし、ついに私は、ロシア人の優れたエンジニアの協力を得て、不可能を可能に
することができたのです。

通常とは異なる技術を組み合わせることで、ギターからスピーカーまでに至る信号経路を、
高級なチューブアンプと同様、100%アナログの状態に保つことができました。
そうして、このAMP1が誕生したのです！
AMP1の全ての機能は、プロのミュージシャン兼開発者としての30年以上にわたる
私の経験に基づいています。

自分の夢を実現するために、私はBluGuitarを設立しました。
このブランドは、私の理想と製品のアイディアが完全な形で妥協することなく
製品化されていることを示すものです。

私はギタリストとして、自分が楽しく使ったり演奏したりできる製品しか求めていません。
そして、他のあらゆるギタリストの皆さんにも、ほんとうに興味を持ってもらえる製品を
提供できることを願っています。

AMP1は、私のシグネチャー・トーンばかりでなく、代表的な数多くのサウンドを
プロの使用に堪えるクオリティーで提供します。

私はこの夢を、他のあらゆるギタリストの皆さん――それに私自身――のために
実現させました。
素晴らしい夢のサウンドがギグバッグに入ってしまう。
これからAMP1は、どこへ行くにもあなたと一緒です。

皆さん、AMP1を楽しく使って、そして成功を手にしてください！

MY DREAM CAME TRUE
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私の夢が実現した
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AMP1は、4つの独立したチャンネルを持った完全なアナログ・ギター・アンプで、出力100ワットのクラスDチューブ・パワーアンプを搭載しています。
AMP1には1つのクリーン・チャンネルと3つのオーバードライブ・チャンネルがあります。4つそれぞれのチャンネルは、内蔵のBOOSTコントロールで
さらにゲインを上げることができます。AMP1はスピーカーを使わずに、ヘッドフォンで音を聴いたり“サイレント・レコーディング”（10ページ参照）に
使用したりすることもできます。またAMP1は手持ちのキャビネットの上に置いてアンプヘッドとして使用したり、エフェクト・ボードやストンプボックスと
組み合わせたり、あるいは単体で目の前の床に置いて使用したりできます。
AMP1本体の裏側には溝があり、キャビネットのハンドルと干渉せずに、安定して設置することができます。

AMP1をギター用キャビネットの上に置いても、標準的な2連のラッチ式フットスイッチ（別売）でCLEANとOVERDRIVEチャンネルの切り替えとBOOSTの
オン／オフが行えます。これでAMP1は立派な100ワットのアンプヘッドとして機能します！

AMP1は数々の入出力端子と機能を持っています。これらを活用すれば、AMP1をシングル・チャンネルあるいはマルチ・チャンネルのアンプとしても、
プログラム可能なMIDIシステムの一環としても使用できます。

アンプヘッドとして使用

AMP1は、目の前の床に置いて使える立派なスタンド・アローン型のアンプとして設計されています。AMP1のフロントパネルのフットスイッチ⑪で
CLEANと好みのOVERDRIVEチャンネルの選択、フットスイッチ⑫ではBOOSTのオン／オフの選択、フットスイッチ⑬ではREVERBのオン／オフの選択が
可能です。
※この使い方でキャビネットを自分の背後や、すぐ脇に置いておくためには、キャビネットとの接続に通常よりも長いスピーカー・ケーブルが必要です。

REMOTE1は、4つ全てのチャンネルやFX LOOP、REVERB、BOOST、第二の MASTER ボリューム、POWER SOAKおよびプログラム可能なGAINを直接
呼び出したいというユーザーのために開発されました。REMOTE1は、通常のギター用ケーブル1本だけでAMP1と接続できます。ケーブルを通じて
電源も供給され、全てのスイッチング情報もREMOTE1に転送されます。その他のMIDIフットコントローラーでAMP1をコントロールするために、MIDI1
アダプター（別売）も用意されています（24ページ参照）。

AMP1をストンプアンプとして理想的に使いこなすために、3つのフットスイッチそれぞれにサウンド設定をプログラムすることができます（39ページ
参照）。

AMP1とREMOTE1を組み合わせた場合でも、シングル、ダブルあるいはマルチ・チャンネルのどのシステムで使うかは、ユーザーの好みで選択できます。

フロア型ヘッドとして使用

Setups
セットアップ例

FootswitchInput

Clean /Overdrive       
Boostの切り替えをフットスイッチ（別売）で行う

Speaker Out

Input
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AMP1はスピーカーを使わずに、ヘッドフォンで音を聴いたり、ミキサーやホーム・ステレオのシステムに接続して使用することもできます。アンプは
無負荷の状態でも、また設定にも関わらず、故障することはありません。レコーディング出力（REC OUT）からは、まるでキャビネットに立てたマイクで
拾ったかのようなサウンドの信号が得られます。つまり、いつでもレコーディングやヘッドフォンを使った練習に利用できるのです。この場合、レコー
ディングやヘッドフォンの音量は、フロントパネル③のMASTER ボリュームで調節します。

≪注意！≫
REC OUTの出力をホーム・ステレオに接続する際には、ハイ・ファイ・オーディオ用のスピーカーに過大な入力が加わらないように注意してください。
バンドで演奏するのに必要な音量をこの種のスピーカーで出すことはできません。ただし、多くの場合、適度な音量で練習することは可能です。
ホーム・ステレオのスピーカーは、重低音を出すために、ギターアンプのスピーカーよりもはるかに敏感に作られています。

ラインレコーディング時のセッティング

Rec Out

Input

AMP1は、ペダルボード上に100ワットのギターアンプとエフェクトを組み込むことを可能にした史上初の製品で、通常のアンプやペダルボードを
使用するのに比べて、機材の設置にかかる時間の短縮にも大いに貢献します。AMP1は非常に軽量かつ小型なので、ペダルボードにも簡単に組み
込めます。

EASYLOCK（27ページ参照）――AMP1用のマグネット式アタッチメント・システム――を使えば、ペダルボードへの付け外しもワンタッチで素早く
行えるので（マジックテープに頼る必要はありません！）、AMP1を単体で使用するのも簡単です。REMOTE1を使えば、AMP1の全ての機能が活用
できるばかりでなく、プリセットを作成することもできます。REMOTE1は、個々のプリセットを呼び出す時にMIDIプログラム・メッセージ・コマンドも
送信できるので、外部エフェクターなど、MIDIコントロールが可能な機器と連携するのにも便利です。

手持ちのMIDIボードを使用できるように、AMP1のリモート・ポートをMIDIに変換するMIDI1アダプター（別売）も用意されています。これを使えば、
REMOTE1を使うのと同様に、手持ちのMIDIボードでAMP1の全てのチャンネルやコントロールの切り替え操作が可能です（24ページ参照）。

プログラマブル・ギター・システムを構築する場合

Speaker Out

REMOTE1™

FX-Loop
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REMOTE1やLOOPERKITなど別売オプションを使用した、完全にプログラム可能なプロ用ギターシステム

REMOTE1によるこの便利なモードでは、以下の機能がフットスイッチで選択できます：
CLEAN、VINTAGE、CLASSIC、MODERN、BOOST、REVERB、FX-LOOPおよびMASTER ボリューム、POWER SOAK

●MASTERボリュームは、コントロール可能でフットスイッチで選択可能な第二のMASTER ボリュームを追加することで、AMP1の機能を拡張します。
●POWER SOAKは、コントロール可能でフットスイッチで選択可能な出力抑制機能を追加することで、AMP1の機能を拡張します。
●LEVELは、以前に選択した機能の音量を調節します。

ダイレクト・アクセス・モードでは、36個のプリセットの中の1個に全てのフットスイッチの設定を保存できます。同様に、たとえば同じサウンドのまま、
音量とエフェクトだけを変えた設定を、それぞれリズム用とソロ用に保存することもできます。また、GAINもプリセットごとに設定できるので、新たな
ニュアンスのサウンドを創る可能性が開けます。それぞれのプリセットでは、MIDI制御の外部エフェクターの設定を切り替えるためのMIDIプログラム・
チェンジ信号もMIDI-OUT端子送信されます。これによって、フットスイッチを1個踏むだけで、AMP1の全ての機能ばかりでなく、MIDIエフェクターの
設定も含めたプリセットを呼び出すことができます。

AMP1のギターシステムに、お気に入りのエフェクト・ペダルを追加したいプレイヤーのために、リレーを使用した4系統のトゥルー・バイパス・ループを
備えた、別売りのルーパー・キットが用意されています。ループの設定はプリセットと一緒に保存されます。REMOTE1のフットスイッチを1個踏むだけで、
AMP1のサウンドとエフェクツ・ループ内のエフェクト・ペダル、そして4つのループの切り替えを同時に行えます。これで、ボードの上でタップダンスを
踊らなければならないという問題は、過去のものになりました！　4つのトゥルー・バイパス式ループのおかげで、信号は特定のプリセットでオンに
なったエフェクターしか通りません。これによって、信号経路を最短に保ち、サウンドのロスを可能な限り小さく抑えることができます。

AMP1™ + REMOTE1™ + LOOPERKIT™=A fully programmable professional guitar system
【ダイレクト・アクセス・モード】

【プリセット・モード】

【ルーパー・キット】

AMP1を使えば、プログラム可能なギターアンプとエフェクターを、ペダルボード上にまとめることができます。これは単に重量や余分な機材を減らす
ためだけではなく、接続ケーブルの量も減らせることを意味します。しかもそれは、あなたのトーンにとって有利であるだけでなく、ライブの時には
機材の設置や撤収の時間の大幅な短縮にもつながります！

The pedalboard of the future!
未来のペダルボード！

Speaker Out

REMOTE1™

1 2 3 4FX-Loop

Looper Kit



Control Panel
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コントロールパネル

①OVERDRIVEチャンネル
　VINTAGE、CLASSICまたはMODERNが選択できます。19～20ページ参照
②ナノチューブ
　超小型のチューブです。15ページ参照。
③MASTERボリューム
　100ワット・パワーアンプ全体のボリュームを調節します。16ページ参照。
④CLEAN VOLUME
　CLEANチャンネルの音量やドライブ量を調節します。18ページ参照。
⑤OVERDRIVE GAIN
　GAINノブはVINTAGE、CLASSICおよびMODERNチャンネルの入力感度――それによって歪みの量――を調節します。19～20ページ参照。
⑥OVERDRIVE MASTER
　3つのOVERDRIVEチャンネル（VINTAGE、CLASSINおよびMODERN）全体の音量を調節します（19～20ページ参照）。3つのOVERDRIVEチャンネル
　間の音量とトーンのバランスは、CLASSIC VOL ㉗やCLASSIC TONE ㉘、MODERN VOL ㉕、MODERN TONE ㉖で調節します。
⑦～⑨サウンド・コントロール
　キャビネットや会場などの条件に応じてサウンドを調節します。中央に合わせた時に最もバランスの取れたサウンドになりますが、必要とあれば
　恐れずに極端な設定にしてください！　20ページ参照。
⑩REVERB
　リバーブ音を加える量を調節します。リバーブは、代表的なスプリング・リバーブの暖かみや音楽性を再現しています。21ページ参照。
⑪CLEAN／OVERDRIVE切り替えスイッチ
　このスイッチでCLEANとOVERDRIVEチャンネルを切り替えます。
⑫BOOSTオン／オフ・スイッチ
　AMP1の各チャンネルの手前の音量をこのスイッチで2段階に切り替えます。音量は㉔のノブで調節できます。21ページ参照。
⑬REVERBオン／オフ・スイッチ
　REVERBのオン／オフを切り替えます。

※内蔵スイッチ⑪、⑫、⑬に好みのサウンドを割り当てて、それらを直接呼び出すことができます。26ページ参照。

AMP1のチャンネルについて：
　VOLUMEはCLEANチャンネルの音量とドライブ量を調節します。GAIN ⑤はディストーションの深さ、MASTER⑥は3つのOVERDRIVEチャンネルの
　音量をそれぞれ調節します。また、右側のMASTERはパワーアンプの音量すなわち、全体の音量を調節します。

①

② ③

④

⑤
⑥

⑦⑧⑨

⑩

⑪ ⑫ ⑬



Input & Output
入出力端子

⑭INPUT端子
　ギターをAMP1のこの端子に接続します。適切なギター用のシールド・ケーブルを使用してください！
⑮FX SEND端子
　プリアンプとパワーアンプの間にエフェクトを挿入するためのループです。この端子とエフェクターの入力端子を接続します。ライン出力端子とし
　ても使えます。22ページ参照。
⑯FX RETURN端子
　プリアンプとパワーアンプの間にエフェクトを挿入するためのループです。この端子とエフェクターの出力端子を接続します。ライン入力端子とし
　ても使えます。22ページ参照。
⑰REC OUT端子
　ヘッドフォンおよびミキサー用の出力端子です。スピーカーは接続しないでください。ヘッドフォンの音量は、MASTER 3で調節します。10ページ
　参照。
⑱SPEAKER出力8Ω／100W用端子
　正しいインピーダンスのスピーカーを、いずれか一方の端子のみに接続してください。
⑲SPEAKER出力16Ω／100W用端子
　正しいインピーダンスのスピーカーを、いずれか一方の端子のみに接続してください。
⑳フットスイッチ／MID／REMOTE端子
　フットスイッチ類を接続する多機能の端子です：標準的なフットスイッチ（単体および二連、LEDの有無は問いません）で、CLEAN／OVERDRIVEの
　切り替え（ステレオプラグのTIP端子）とBOOSTのオン／オフ（ステレオプラグのRING端子）ができます。24ページ参照。

REMOTE1またはMIDI1を使用した場合、以下の切り替えやオン／オフができます：
●CLEAN    ●BOOST
●VINTAGE    ●REVERB
●CLASSIC    ●LOOP
●MODERN    ●MASTERボリューム
●POWER SOAK
●GAIN／CLEANボリューム

㉑電源オン／オフ・スイッチ
㉒電源ケーブル端子
　現在のスイッチング電源は、コンセントの電源電圧に関わらず、内部回路の動作に必要な電圧を供給します。これによって、AMP1は世界中のどこ
　でも――追加調節なしで――同じサウンドと演奏性が得られます。必要なのは、国によって規格の異なる電源ケーブルを用意することだけです。
㉓冷却ファン
　制御された冷却ファンで、AMP1の負荷が大きくなると回転し始めます。AMP1が常に正しく冷却されるように、開口部をふさがないようにしてくだ
　さい。
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CUSTOM CONTROL™ - For your individual tone
カスタム・コントロール――個性的なトーンを出すために

AMP1の全てのチャンネルには――ピュアなVINTAGEチャンネルを除いて――それぞれのチャンネルのキャラクターを無段階に調節できるサウンド・
フィルターが用意されています。さらには、個々のチャンネルの音量を調節できるボリュームも付いています。
一般的に、シングルコイル系のギターでは、AMP1のTONEを絞り気味にすると、より“厚みのある”サウンドが得られます。また、ハンバッカー系の楽器の
場合は、TONEを上げ気味にすることで、より“食いつき感とアタック感”のあるサウンドになります。

㉔BOOSTキャラクター
　チューブ・キャラクターを再現するゲイン・ブーストで、反時計方向に回すと微妙に高音域が持ち上がり、時計方向に回すと回路特有のディストー
　ションが軽くかかり、滑らかなリード・サウンドになります。
㉕VOL MODERN
　MODERNチャンネルの音量をCLASSICやVINTAGEチャンネルと合わせます。
㉖TONE MODERN
　ウルトラ・モダン・メタルの滑らかで図太いサウンドが得られます。
㉗VOL CLASSIC
　CLASSICチャンネルの音量をMODERNやVINTAGEチャンネルと合わせます。
㉘TONE CLASSIC
　70年代のブリティッシュ・ロック・サウンドからモダンな“ウォール・オブ・サウンド”まで、サウンドの調節ができます。
㉙TONE CLEAN
　代表的なカリフォルニア・ビンテージ・アンプのクリーン・サウンドから、きらめくようなモダンなサウンドまで、サウンドの調節ができます。
㉚FX LOOPスイッチ
　シリーズ接続とパラレル接続の選択ができます。22ページ参照。
㉛NOISE GATEスイッチ
　必要のない過剰なノイズを低減する、インテリジェント・サプレッサーです。SOFTの位置ではノイズが低減され、OFFの位置ではノイズゲートが
　オフになります。METALの位置では、ノイズゲートが素早く反応して、ノイズ低減効果も極端に高くなります。MODERNやCLASSICチャンネルを使った
　メタル系のリフに効果的です。

4つのチャンネルは全て、3バンドのイコライザーで簡単にサウンドの調節ができます。これらを使えば、様々なアイディアに基づいたトーンの調節や、
使用するギターのタイプに応じた好みのサウンド創りが可能です。

㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛



NANOTUBE ™
ナノチューブ

チューブは何十年もの間、ギターアンプの“サウンド・メーカー”であり続けてきました。
しかしながら、これまでに作られたどのタイプのチューブにも弱点がありました。熱の発生、
繊細な構造、短い寿命そして――電子回路の面から言うと――サイズの大きさです。

しかし、アメリカの技術者たちが半導体を採用する道を選んだのに対して、ロシアの技術者
たちは実績のあるチューブの技術を見直し、それを最適化して、完全に信頼できる衝撃に
強いチューブを開発し、宇宙計画に利用したのです。これらの超小型チューブは、サイズや
重さを減らした結果、機械的な強度も高く、マイクロフォニックへの耐性も明らかに
向上したものでした。

超小型のチューブは、ノイズレベルの低さと入力抵抗の高さ、内部容量の低さが特長で、
音楽的にも並外れた性質を持っています。性能や省電力、信頼性の点で、従来のチューブよりも
明らかに優れています。機械強度が高いので、ソケットを使う必要もありません。

基盤にしっかりとハンダ付けできるので、ソケットに起因する接触不良の問題も解消できます。
昔ながらのチューブと比べて、超小型チューブはほとんど“壊れる”ことはありませんし、
メンテナンスの必要もありません。まさにロックン・ロールなチューブで、激しく振動する
キャビネットやステージの床に置いて使うには理想的です。現在利用可能な最も進んだ技術で
作られたチューブなのです。にもかかわらず、この超小型チューブが今までギターアンプに
使用されることはありませんでした。

BluGuitarではこのような非常に高度な基準を満たす、選び抜かれた超小型チューブを
使用しています。

ナノチューブはパワーアンプ・セクションで動作しており、普通なら大型の100ワット・オール・
チューブ・アンプでしか得られないキャラクターのパンチの効いた攻撃的なサウンドを、
AMP1にもたらします。

ナノチューブの寿命について：
ナノチューブはロシアで生まれました。それは――何よりもまず――航空宇宙産業で
使用されていることを意味します。その仕様では、全てのナノチューブの97%が、標準的な
ECC83チューブの3倍の寿命を持つことが要求されています。

また、AMP1ではこのナノチューブを通常よりもわずかに低い電圧で動作させているので、
その寿命がさらに2倍に伸びます。

こうしたことによって、ナノチューブの寿命は非常に長くなり、ソケットを使わずに
回路を組み立てることが可能になりました。あなたよりも長生きするでしょう！
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パワーアンプおよびスピーカー

出力100ワットのアンプ全体の音量を調節します。AMP1のパワーアンプは、一般的なチューブ・パワーアンプと同様の反応を示します。最大出力付近
まで音量を上げるとまずは飽和し始め、その後でオーバードライブがかかります。アンプの出力が、スピーカーの最大入力を超えないように注意して
ください。

出力段は最大限にまで負荷をかけても問題なく動作します。動作に負荷がかかると、全ての温度を低く保つために、冷却ファンが自動的に回転します。
アンプは過負荷やショートに対しても保護されています。
≪警告≫
大音量は、聴覚障害やスピーカーの破損の原因になる恐れがあります。

MASTER -③

AMP1は多くのギター用キャビネットのインピーダンスに対応した出力端子が別々に用意されています。

8Ω出力端子1個-⑱
16Ω出力端子1個-⑲
≪注意≫
スピーカー端子は、両方を同時に使用しないでください！

【参考】
もちろん、いずれか一方の出力端子に接続したスピーカーのスルーアウトを使用し、別のスピーカーと組み合わせて使用することも可能です。
AMP1には複数のスピーカーを同時に接続する為のパラレルアウトが無い為、複数のスピーカーを同時に使用する場合は最初に接続したスピーカーの
スルーアウトを利用して接続します。スピーカーは、通常並列（パラレル）になるように接続します。同じインピーダンスのスピーカーを使用して並列に
接続すると、全体のインピーダンスは半分になります。
例えば、16Ωのキャビネットを2台使用する場合は並列に接続すると半分の8Ωになる為、AMP1の8Ωの出力端子に接続します。
キャビネットのインピーダンスは、アンプの出力インピーダンスよりも高くなければなりません。
なぜなら、インピーダンスが低いと、AMP1のパワーアンプは必要以上の出力を発生し故障の原因となるからです。
複数のスピーカーを使用する場合に、8Ωと16Ωのどちらの出力端子に接続すれば良いのか解らない場合は、ご購入店へご相談下さい。

≪注意≫
許容値を超える負荷がかかった状態でアンプを長時間動作させると、オーバーヒートのために電源が落ちる可能性があります。

MASTERノブの位置と出力の関係

ギターアンプのキャビネットへの接続について
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Recording Out
レコーディングアウト

複数の機能を持つこの端子には、ヘッドフォンまたはミキサー卓が接続できます。複雑なフィルター回路によって、ギターアンプのキャビネットの
サウンドをシミュレートしています。

現代では、レコーディング出力から良質のダイレクト信号が求められる場合が数多くあります。AMP1がもっとも複雑な完全アナログのスピーカー・
シミュレーション回路を持っている理由もそこにあるのです。合計7基の異なるフィルターが、ギターアンプのトーン・キャラクターをシミュレートします。
出力信号は――ざらつくことなく――開放感があって新鮮なサウンドになり、ブーミーになることなく、力強い低音が得られます。
レコーディング出力の信号は幅広い周波数成分を含むので、あらゆる用途に応じて微調節が可能です――特定の周波数帯域を削除するほうが、
追加するよりもはるかに音楽的なサウンドになることが多いからです。これによって、PAに直接接続してもレコーディングで使用しても、常に完璧で
一定のサウンドが得られます。

今日では、バンドのサウンドを向上させるために、ステージでインイヤー・モニターがよく使われます。そのため、レコーディング出力の信号がミキサー
卓に送られて、他の楽器の音とミックスされます。このミックスされた信号が、インイヤー用のモニター・システムに送られます。この複雑なスピーカー・
シミュレーターを使用することで、インイヤー・モニター・システムで聴いても、正真正銘のギター・サウンドが得られます。キャビネットの音をマイクで
拾う場合とは違って、このことは常に変わりません。

スピーカー出力⑱または⑲が使用されていない場合、ヘッドフォンの6.3mmステレオ標準プラグを出力端子17に接続すると、AMP1は自動的にヘッド
フォン・アンプを動作させます。

ヘッドフォンの音量は、MASTER③で調節します。

この時には、リバーブを併用することをお勧めします。リバーブを使うと、ヘッドフォンから聞こえるギターのサウンドがより自然に感じられ、演奏が
より楽しくなるでしょう。

REC OUT ⑰とミキサー卓のライン入力端子を、ギター・ケーブルまたはステレオ・ケーブルで接続します。ステレオ・ケーブルを使用すると信号は
バランスになり、長さ10m以上のケーブルを使う場合には、より質の高い信号が得られます。ミキサー卓のマイク入力を使用する場合は、アダプターで
信号レベルを調節する必要があります（下図参照）。
信号レベルは、MASTERおよびPOWER SOAK（差動している場合）の設定に直接影響を受けます。

AMP1では、スピーカーを使わないほうがバランスの取れたレコーディング信号が得られます。AMP1のパワーアンプはスピーカーに反応して動作
する（電流帰還）ので、スピーカーを使用するとレコーディングされるサウンドが変化するからです。MASTERを絞って音量を下げても、サウンドの
違いが聴き取れるでしょう。スピーカーを接続すると、中音域が減少し、アタック感の強いサウンドになります。

レコーディング出力（REC OUT）

インイヤー・クオリティ

ヘッドフォンの接続

ミキサー卓への接続

サイレント・レコーディング
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AMP1™ ’s channels
AMP1の各チャンネルについて

CLEANチャンネルは、クリスタルのような透明感のあるトーン（VOLUME位置が5まで）から、ダイナミックな反応が得られる軽くオーバードライブの
かかったトーンまで、幅広いサウンドが得られます。基本的には、代表的なカリフォルニア・クリーン・アンプの“ブライト”・スイッチをオンにした時の
ような動作です。

ボリュームを下げ気味にすれば、それだけ透明度の高い、ハイファイなクリーン・チャンネル・サウンドになります。個人的には、クリーン・サウンドは
信号がわずかに歪み始めるぐらいがベストだと思います。ピックアップの出力は、シングルコイルからアクティブのハンバッカーまで様々ですから、
その影響も非常に大きくなります。したがって、すべてのピックアップに最適なCLEANチャンネルのVOLUMEの設定値というのはありません。自分に
合った設定を見つけるにはまず、VOLUMEを6あたりにしてみます。ピックアップによっては、すでにはっきりとした歪みが聞こえるかもしれません。
そういう場合には、自分の好みのクリーン・サウンドになるまで、VOLUMEを絞ってみてください（シングルコイルの場合は5～6、ハンバッカーだと
3～5あたりが普通です）。

AMP1の側面にあるCLEAN TONE ㉙では、シングコイルやハンバッカーで、シルクのように滑らかなサウンド（絞り気味の場合）から、明るく輝くような
サウンド（上げ気味の場合）まで、クリーン・サウンドの音色の調節ができます。AMP1はCLEANチャンネルでもオーバードライブさせることが可能で、
ブルースやクラシック・ロックに最適なサウンドが得られます。また、CLEANチャンネルはブースターやオーバードライブ、コンプレッサーなどのペダル
との組み合わせにも適しています。

内蔵のBOOST機能をオンにすることで、CLEANチャンネルのトーンのバリエーションを大幅に広げることができます。最小レベルでBOOSTをオンに
すればきらめくような繊細な高音域が得られます。これによって、ハンバッカーのサウンドの新鮮さを保つこともできますし、シングルコイルの出力を
ミキサー卓に直接入力した時のような、超クリーンなサウンドも得られます。
BOOSTのレベルを上げれば、チューブアンプ風のブースト回路がオーバードライブされます。これを利用すれば、BOOSTのオン／オフでクリーンな
サウンドと軽く歪んだサウンドを切り替えることも可能です。BOOSTとVOLUMEの両方を最大にすれば、ダイナミックなビンテージ・アンプのリード・
サウンドが得られます。玄人っぽい使い方としては、パワーアンプを飽和またはオーバードライブさせておき、POWER SOAK（REMOTE 1またはMIDI
経由でのみオンにできます）で必要な音量に調節するという方法もあります。これによって、60年代のフラワー・パワー期のギター・ヒーローたちの
ようなサウンドが得られます。彼らがやっていた、クリーンなサウンドのアンプを使い、パワーアンプでコンプレッションやディストーションが得られる
まで音量を上げるという方法が応用できるわけです。

CLEAN

CLEAN TONE

CLEAN CHANNEL GAIN RANGE



代表的なブリティッシュ・オーバードライブ・サウンドが得られます。このチャンネルでは、ほとんどクリーンに近いものからディストーションのかかった
ものまで、様々なサウンドをカバーすることが可能で、ブルースからAC/DC風まで、あらゆるサウンド作りが可能です。ゲインを最大にまでブースト
すれば、私のトレードマーク・サウンドになります。個人的に、ゲインはギターのボリュームでコントロールしています。

太くてダイナミックな歪みを特長とする、この純然たるオーバードライブ・チャンネルは、AMP1の側面にあるカスタム・コントロールでエディットする
ことはできません。なぜなら、エディットするとそのキャラクターが失われてしまうからです。このチャンネルを使ってあなたのスピーカーや部屋に
応じたサウンドを作るには、3バンド・イコライザーだけでも十分なはずです。CLASSICチャンネルとは違い、VINTAGEチャンネルでは、名器と呼ばれる
アンプの音量を上げた時のようなコンプレッション感が得られます。コンプレッションの効果を強調したい時には、POWER SOAKを使用してください。

BOOST機能と組み合わせれば、表情豊かで滑らかなリズムやリード・サウンドが得られます。カスタム・コントロールのBOOSTを下げると、“木の鳴り”を
活かしたリード・サウンドになり、上げると滑らかなリード・トーンになります。

VINTAGEチャンネルは古き良き時代のロックンロールに忠実なトーンを持ち、演奏のニュアンスに反応します。あらゆるピックアップやギターの違いを
浮き彫りにして、ギターのボリュームによるサウンドのコントロールを可能にします。

【参考】
シングルコイル・ピックアップで軽く歪んだリフを弾く時には、GAINノブを5～7の範囲に設定すると良いでしょう。それよりも出力の高いピックアップ
――ハンバッカーやアクティブ――の場合は、3～5の範囲で試してみてください。GAINを7以上に上げれば、太くて美しい“パワー・クランチ・コード”や
古き良きリード・サウンドが得られます。

VINTAGE
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CLASSICチャンネルは、パンチの効いた、ダイナミックで優雅な、透明感のある、全周波数帯域においてバランスの良いサウンドで、あらゆる種類の
ロック・リフが必要とする、引き締まったパワーと押しの強さが特徴です。バンドの中に入っても、耳障りで不快なサウンドにならずに、抜けの良さが
保てます。シングルコイル・ピックアップでも、ソロやロックのリフに適した滑らかなサウンドを出すのに十分なゲインがあります。

BOOST機能を使えば、さらにゲインを上げることもできます。ブーストさせることでより多くの倍音が加わり、CLASSICチャンネルから豊かで歌うような
トーンが引き出せます。POWER SOAK（REMOTE1併用）を使用すると、より強いコンプレッション感と柔らかい倍音が得られます。これによって、AMP1の
CLASSICチャンネルは“ビンテージ”のギターアンプのようなサウンドを生み出します。

カスタム・コントロールのCLASSIC TONE ㉘では、このチャンネルの倍音や低音域のキャラクターが調節できます。絞るとウッディで滑らかな70年代風の
サウンド、上げるとハードで切れ良く、より鋭いモダンなトーンになります。CLASSIC VOLUME ㉗では、VINTAGEチャンネルとの音量バランスを整える
ことができます。

BOOSTを組み合わせることで、このチャンネルで音楽性豊かなハイ・ゲイン・サウンドを作ることもできます。これによって、どんなギターでもレガートや
タッピングといったテクニックが使えるようになります。ゲインを低めに設定すれば、このチャンネルで開放感のある万能のクランチ・サウンドを作る
こともできます。ゲインの機能をもっと利用して、様々なブティック・アンプでお馴染みの“チューンナップ”・サウンド（あるいはブラウン・サウンド）を
引き出してください。

CLASSIC

CLASSIC TONE

BOOST CUSTOM CONTROL㉔ VINTAGE CHANNEL GAIN RANGE

CLASSIC CHANNEL GAIN RANGE
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このチャンネルでは、厚みのある豊かな倍音のおかげで、引き締まった低音と掴みかかるような高音のアメリカン・ハイ・ゲイン・サウンドが得られます。
MODERNチャンネルの特長は速いレスポンスと、ゲインを上げた時の非常に正確な解像度にあります。
過激なメタルのリフ（MODERN TONEを上げた場合）にうってつけの、妥協のない性能を発揮するばかりではありません。そのダイレクトな反応の
おかげで、ドロップ・チューニングでもサウンドが濁らず、素晴らしい手応えが味わえます。また、このチャンネルはこの上なく豊かで滑らかなリード・
サウンドを求めるギタリストにとっても有用な選択肢になります。こうしたことを全て可能にしているのが、MODERN TONE ㉖です。MODERN VOLUME ㉕を
調節すれば、他のオーバードライブ・チャンネルとの音量を揃えることができます。

余裕のあるゲインと引き締まった低音の組み合わせは、モダンなロックやメタルのリフの基本条件で、反応が遅くてサウンドが濁りがちな古き良き
時代のアンプは、こうした用途には向きません。
新たに開発されたAMP1の回路は、ギターの基本的なサウンドを変えることなく、ドライでダイレクトなトーンを生み出します。その革命的な設計思想は、
バンドの中で鳴らした時の音抜けの良さの理由にもなっています。“引き締まっていながら太いサウンド”のゲイン・スタッキング方式を採用したこの
新しい回路からは、昔ながらのシングル・コイル・ギターでも、非常に引き締まったサウンドが得られます。

【参考】
さらに引き締まった過激なメタル・リフが必要なら、NOISE GATE ㉛をMETALに設定してください。こうすることでMODERNチャンネルを使用して弦を
ミュートした時に、反応の速いノイズゲートが不要なノイズをカットします。これによって、非常にハードでドライなリフになります。

MODERN TONE ㉖を絞り切った場合には、昔ながらのオーバードライブ・サウンドのファンが喜ぶ滑らかなトーンが得られます。

MODERN

私たちはAMP1のために、4つ全てのチャンネルで共有しながら理想的な状況で利用できるような、特別なトーン・コントロールを開発しました。トーン・
コントロールの効果は、チャンネルに対して正確にチューニングされ、幅広いニュアンスのトーン設定が可能です。トーン・コントロールはそれぞれの
チャンネルの特長となる、特定の周波数帯域に作用します。

従来のトーン・コントロールとは違って、AMP1のコントロールには相互の影響がありません。つまり、たとえばTREBLEを上げてもMIDDLEが下がる
ようなことはなく、逆もまた同様です。これによって、自分好みのサウンドを作るのが非常に楽になります。各コントロールをセンター位置に設定すれば
――スピーカーや部屋、それぞれのトーンの好みにもよりますが――バランスの取れた周波数特性が得られ、そこから細かい調整を始めることが
できます。

あるチャンネルのトーン・キャラクターを根本から変化させたい場合には、AMP1の側面にある、該当するチャンネルのカスタム・コントロールを使用
してください。カスタム・コントロールは、まさにこの目的のために開発されており、これは、演奏時に非常に役立ちます。なぜなら、たとえば中音域を
もう少し上げようとしてトーン・コントロールをいじると、他の全てのチャンネルの中音域も上げてしまうことになるからです。私は多くの時間と実地
テストを重ねて、全てのサウンドが自然に馴染むように各チャンネルのチューニングを追い込んでいます。（42～47ページのアカデミー・オブ・トーンも
参照してください。）

【参考】
このアンプと基本的なサウンドを把握していただくために、全てのトーン・コントロールをセンター位置に設定したところからサウンド作りを始める
ことをお勧めします。あるいは、全てのノブを同じような位置に設定した状態、たとえば7-7-7や9-9-9などもまた、よりバランスの取れたトーンが得ら
れます。コントロールを上げれば上げるほど、よりオープンでモダンなサウンドになります。

≪注意≫
コントロールの動作範囲は、効果を考えて設計されています。全てのコントロールをゼロに設定すると、音は出ません！

BASS 7、MIDDLE 8、TREBLE 9

MODERN CHANNEL GAIN RANGE



BOOSTスイッチ⑫は、AMP1のチャンネルの前段にある2段のチューブ・シミュレーションのオン／オフを切り替えます。透明感のあるトーンから“固有の
歪み”による滑らかなトーンまで、カスタム・コントロールのBOOST ㉔でキャラクターの調節が可能です。チャンネルにもよりますが、この調節によって、
より透明感のあるトーンやより滑らかなトーン、あるいは、さらに過激なトーンを作ることもできます。

【参考】
より強力で高出力なピックアップでは、BOOSTを半分ぐらい上げたあたりから軽いオーバードライブがかかり、歌うように滑らかなオーバードライブ・
トーンが得られます。逆に、非常に明るい、純粋なクリーン・サウンドが欲しい場合には、このコントロールを半分よりも絞った設定にするのが良いで
しょう。

BOOST機能は、スイッチ⑫か別売りの2連のラッチ式フットスイッチ（リング）、あるいはMIDI経由やREMOTE1でオンにすることができます。

BOOST 

内蔵のノイズゲートは、不必要なノイズを抑制するインテリジェントな機能です。外部接続のノイズゲートとは異なり、AMP1内蔵のものは可能な限り
繊細に動作させるために、回路内の複数のポイントにおける信号を同時に計測しています。そのため、ノイズゲートは自動的かつインテリジェントに
各チャンネルやそれらのゲイン設定に対応し、信号のロスを最小限に抑えています。

●スイッチ㉛は、3種類の設定が可能です：
＜SOFT＞
昔ながらのギター・サウンドに適しています。この設定では、信号への影響を最小限に抑えるために、ギターから音を出していない時にだけ、不要な
ノイズがカットされます。

＜OFF＞
ゲート機能をオフにします。

＜METAL＞
ゲートは超高速で急峻に反応し、音を強力にカットします。この設定は、メタルのリフに最適です。

ノイズゲート

AMP1のデジタル・リバーブは、昔ながらのスプリング・リバーブを元にデザインされています。REVERB ⑩のノブで、ドライ信号にリバーブ信号を加える
量を調節します。このリバーブは、トラディショナルなクリーン・サウンドに最適です。ヘッドフォンを使って練習する際にも、少しだけリバーブを加えて
やると良いでしょう。

リバーブ
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FX（エフェクト）ループは、SERIAL（シリアル）またはPARALLEL.（パラレル）モードで使用できます㉚（図1）。シリアル・モードでは、エフェクターを通した
信号のみをパワーアンプセクションに送ります。パラレル・モードでは、エフェクターを通した信号とダイレクト信号をミックスします。モジュレーション
系やイコライザー、コンプレッサーといったエフェクターは、正常なサウンドを得るためにシリアル・モードで使用する必要があります。この場合は、
音質はエフェクターそのものの音質に左右されます。ディレイ系のエフェクターのように、エフェクト音とドライ音のミックス・バランスを自分で調節
できるものは、エフェクト音だけを返すように設定した上で、パラレル・モードで使用するべきです。そうすれば、AMP1のアナログ・チューブ・サウンドが
影響されることなく、理想的な音質が得られます。

シリアルとパラレル・モードは、AMP1の側面にあるカスタム・コントロールのスイッチ㉚で選択できます。

FX Loop
エフェクトループ

AMP1の底のくぼんだ部分に小さなプッシュ・スイッチがあり、これを押して-10dB（ペダル向け）と+4dB（スタジオ・エフェクター向け）にループの入力
レベルが切り替えられます。

プリアンプとパワーアンプの間にエフェクトを挿入するループです。外部エフェクターの入力とこの端子を接続します。

外部エフェクターの出力とこの端子を接続します。
※エフェクト・ループはREMOTE1あるいはMIDI1でオン／オフが切り替えられます。

【参考】
エフェクト・ループはオン／オフの切り替えが可能で、プリセットはREMOTE1またはMIDI INで保存できます。これによって、目的のチャンネルを選択
するのと同時にエフェクト・ループをオンにすることができます。
MIDI機能を持つエフェクターを使用している場合は、MIDI経由でエフェクターのプログラムも同時に切り替えられます。たとえば、CLEANチャンネルに
コーラスとリバーブをかけたサウンドと、エフェクターをかけないCLASSICチャンネルのドライなリズム・ギターのサウンド、ディレイをかけたMODERN
チャンネルのソロ用のサウンドを、フットスイッチを1回踏むだけで切り替えることができます。

プリセットのプログラムについては、26ページを参照してください。

FXループのレベル

FX SEND 15

FX RETURN 16



エフェクト・ループにエフェクターを接続していない場合には、エフェクト・ループを本来とは違う目的で利用することができます。

SEND端子はライン出力としても使えるので、たとえば外部のパワーアンプを接続することができます。

RETURN端子はライン入力としても使えるので、ここに外部プリアンプを接続することができます。入力感度は、本体の底にあるエフェクト・ループ用
レベル切り替えスイッチで200mVと1Vが選択できます。
信号はチューブを通るので、パワーアンプはチューブアンプのように動作します。REMOTE1を併用すれば、POWER SOAK機能も利用できます。

SEND端子を他のギターアンプに直接接続することができます。この場合、アンプはクリーンなサウンドに設定しておくのが良いでしょう。また、SEND
端子の出力レベルは非常に高くなるので、アンプの入力で音が歪まないように、AMP1のTREBLEとOVERDRIVE MASTERは絞り気味に設定してください。
そして、AMP1の底にあるエフェクト・ループ用レベル切り替えスイッチは、-10dBに設定してください。

SEND端子とRETURN端子の間にアナログのボリューム・ペダルを接続すれば、基本のサウンドを変えずにAMP1の全体の音量を手軽にコントロール
することができます。ライブで演奏する時などには、非常に便利な機能です。

エフェクト・ループをパラレル・モードに設定して、RETURN端子に2本目の楽器や音源（MP3プレイヤーなど）を接続することができます。

その他、エフェクト・ループでできること・・・

AMP1をプリアンプとして使う

AMP1をパワーアンプとして使う

AMP1を高品位ディストーション・ペダルとして使う

AMP1にボリューム・ペダルを接続する

AMP1に別の音源を接続する

Volume Pedal

InputOutput

FX Send FX Return

FX Loop
Serial

FX Return

FX Loop
Parallel

Page-23



Page-24

モノラル、もしくはステレオのラッチ式フットスイッチ、あるいはAMP1専用に設計されたREMOTE1――そしてMIDI INアダプターのMIDI1を接続する
端子です。（フットスイッチ類は別売です）
AMP1は、どのフットスイッチやインターフェイスが接続されたかを自動的に認識します。
単体のフットスイッチでは、CLEANモードと、OVERDRIVEセレクター1で選択したOVERDRIVEモードのいずれかのチャンネルとの切り替えができます。
2連のフットスイッチでは、それに加えてBOOST機能のオン／オフができます。

REMOTE1やMIDI1を接続した場合は、この端子は自動的にシリアル・データ入力端子に切り替わり、AMP1の全てのスイッチングやコントロール機能が
操作できます。
REMOTE1またはMIDI1（MIDIコントローラーを併用）を使えば、CLEAN、VINTAGE、CLASSIC、MODERN、BOOST、REVERB、FXループといった各機能の
切り替えや、MASTER、POWER SOAK、CLEANチャンネルのVOLUME、OVERDRIVEチャンネルのGAINのコントロールも可能になります。REMOTE1は、
モノラルの標準ジャック付きのケーブル（通常のギター・ケーブルやスピーカー・ケーブルなど）1本でAMP1と接続できます。

≪注意≫
この6.3mm（1/4インチ）ステレオ端子には、ラッチ式のフットスイッチ（LEDインジケーターの有無を問わず）と、REMOTE1フットコントローラーや
MIDI1以外のものは接続しないでください。これら以外のフットコントローラーを接続すると、コントローラーやAMP1の内部回路が故障する恐れが
あります。

≪重要≫
ケーブルをこの端子に接続する際には、アンプのスイッチングの誤動作を避けるために、アンプの電源をオフにするようにしてください。

フットスイッチ／MIDI1／REMOTE 20

FOOTSWITCH /MIDI1 /REMOTE & MIDI
フットスイッチやMIDIなどのオプションについて

Sleeve:グラウンド

Ring:ブースト
Tip:チャンネル切り替え

好みのMIDIコントローラーでプログラム可能なギターシステムを構築する場合には、BluGuitar社製のMIDI1アダプター・インターフェイスを使えば、
AMP1のコントロールが可能になります。
これを使うと、AMP1のリモート端子をMIDI IN端子として利用できるようになり、MIDIプログラム・チェンジ・コマンドでAMP1のすべてのスイッチング
機能が呼び出せます。さらに、コントロール・チェンジ・コマンドのCC 007（MASTER）とCC 020（GAIN）、CC 030（POWER SOAK）も受信します。MIDI1の
アダプター・インターフェイス端子をAMP1のリモート端子に接続し、反対側の5ピンDIN端子をMIDI INとして使用します。インターフェイスの電源は、
AMP1から供給されるので、外部電源やケーブルは必要ありません。

AMP1で利用できるスイッチング機能の全てが、対応するMIDIプログラム・チェンジ・コマンドをMIDIチャンネル1で送信することによって操作できます。
プリセットは、MIDIラーン機能で128種類まで保存できます。

MIDI1（別売）

MIDI1アダプターを接続すると、BOOSTスイッチを数秒間押し続けることによって、MIDIラーン機能がオンになります。この時、REVERBのLEDが速い
周期で点滅して、MIDIプログラム・チェンジ・コマンドの送信を待機する状態になります。
それから10秒以内にMIDIプログラム・チェンジ・コマンドを送信すると、その設定が保存され、REVERBのLEDが点滅を止めます。
この後、このMIDIプログラム・チェンジ・コマンドが送信されると、AMP1はいつでも目的の状態に設定されます。

MIDI受信チャンネル：1
128プログラム・チェンジ・コマンド
MIDIプログラム・チェンジ・ナンバー：000～127

MIDIコントロール・チェンジ：
MASTER：CC 007
GAIN：CC 020
POWER SOAK：CC 030

AMP1の設定を選択する

リモート用ステレオ端子の構造



REMOTE1は、AMP1用の便利なリモート・コントローラーとして設計されています。

≪ダイレクト・アクセス・モード≫（MODEスイッチが消灯している場合）
信じられないほど手軽なAMP1用リモート・コントロール

フットコントローラーの全てのスイッチが、AMP1の機能に割り当てられます。この状態で、CLEAN、VINTAGE、CLASSIC、MODERNの各チャンネルと、
BOOST、REVERB、FXループの各機能が直接選択でいます。それに加えて、REMOTE1はAMP1の機能を拡張し、コントロール可能な第2のMASTER
ボリューム機能と、音量のコントロールとオン／オフの切り替えが可能なPOWER SOAK機能も利用できるようになります。AMP1とREMOTE1は、標準
ジャックの付いた（ギター用またはスピーカー用の）ケーブル1本で接続します。
このケーブルを通じてAMP1からREMOTE1へ電源も供給されます。

≪プリセット・モード≫（MODEスイッチが青く点灯している場合）
完全にプログラム可能なギターシステム

REMOTE1には、9つのメモリー・ロケーションを持った4つのバンクがあり、これらに自分の好みのサウンド設定を保存することができます。個々の
チャンネルの設定は、BOOSTやREVERB、FXループの使用／不使用、さらにはMASTERボリュームやPOWER SOAKの音量設定も含めて、自由な組み
合わせで1個のプリセットとして保存できます。これによって、同じサウンドでもリズム用とソロ用に異なる音量で保存しておくこともできます。

≪ダイレクト・アクセス・モード≫、≪プリセット・モード≫のどちらのモードにおいても、REMOTE1は外部MIDI機器を切り替えるためのプログラム・
チェンジ・コマンドを、MIDI OUT端子から送信することができます。これによって、AMP1はプログラム可能なMIDIギターシステムに変貌します。

お気に入りのエフェクト・ペダルをREMOTE1でプログラムしたい場合には、リレー式のトゥルー・バイパス・モノラル・ループを4系統備えた、LOOPER
KITを使用します。トゥルー・バイパス・システムなので、理想的な音質が確保できます。4つのループはそれぞれの設定をプリセットに割り当てられる
ので、アンプの設定と同時にエフェクターの組み合わせもプリセットできます。

LOOPERKITはREMOTE1の側面にネジ留めします。
≪注意≫
REMOTE1のMIDI OUT端子に接続した機器のプリセットを直接切り替えたい場合は、37ページの表でREMOTE1から送信されるプログラム・チェンジ・
コマンドを確認してください。
AMP1のスイッチング状況はMIDIプログラム・チェンジ・コマンド（24ページの表参照）に割り当てられますが、外部エフェクター自体のスイッチング
状況に対しては、改めて個々に割り当ててやる必要があります。こうした割り当て作業をもっと楽にするために、ほとんど全てのエフェクターはMIDI
マッピング機能を持っています。これを利用すれば、現在のプリセットとサウンドの組み合わせに関わらず、自分のサウンド（AMP1のスイッチング状況）を
呼び出せば、それに応じた正しいエフェクターのプログラムを常に呼び出すことができます。
また、MIDI機器によっては、たとえばプログラム1がプログラム・チェンジ・コマンド0で呼び出されるようになっているものがあるという点にも、注意
してください。この場合は、目的のプログラムを呼び出すために、お使いの機器のMIDIマッピングで、37ページの表の値に1を加えてやる必要があり
ます。
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REMOTE1
リモート1

REMOTE1――MIDI機能付きプログラマブル・フットスイッチ（別売）

LOOPERKIT――エフェクト・ペダルを接続可能にする拡張モジュール（別売）



AMP1に内蔵のフットスイッチは、スタンダードとパーソナル・プリセットという、2つの異なるモードで使用できます。

≪スタンダード・モード≫
スタンダード・モードでは、左側のフットスイッチでCLEANとOVERDRIVE、中央のスイッチでBOOSTのオン／オフ、右側のスイッチでREVERBのオン／
オフをそれぞれ切り替えられます。

≪3種類のプリセットを切り替えるパーソナル・プリセット・モード≫
さらに、CLEANとVINTAGE、CLASSIC、MODERNの中から――BOOSTとREVERBのオン／オフも含めて――好みのサウンド設定を3種類、AMP1のフット
スイッチに割り当てることができます。これらの設定は保存され、電源を切っても維持されます。パーソナル・プリセット・モードは、3種類のサウンド
しか使用しない場合や、REMOTE1や外部MIDIボードを使用しない場合には、非常に便利です。

プリセット・モードへの切り替え方法：
AMP1の電源をいったんオフにして、REVERBのフットスイッチを押しながら電源をオンにします。これで、以前に保存した設定が3つのフットスイッチに
割り当てられます。この状態では、フットスイッチのLEDがそのスイッチの機能のオン／オフではなく、呼び出されたサウンド機能を表示している点に
注意してください。スタンダード・モードに戻るには、AMP1の電源をオフにして、REVERBのフットスイッチを押しながら再び電源をオンにします。
工場出荷時には、以下のようにプログラムされています。

Your favourite sounds on the footswitches
好みのサウンドをフットスイッチに割り当てる

自分のプリセットをプログラムする方法：
パーソナル・プリセット・モードで工場出荷時にプログラムされたサウンドを変更したい場合には、まず目的のサウンド、たとえばBOOSTとREVERBが
オンになったVINTAGEといった設定を決めます。次に、REVERBのフットスイッチを3秒間長押しします。REVERBのフットスイッチが点滅を始めます。
この状態で、3個のうちの1個のフットスイッチを押すと、今設定したサウンドがそのフットスイッチに割り当てられます。同様に、もう2種類のサウンドを
残りのフットスイッチに割り当てることができます。

ボーナス：4つのチャンネルと切り替え可能なBOOST機能
プリセット・モードではさらに、標準的な2連のフットスイッチ（別売）でCLEANとOVERDRIVEチャンネルが切り替えられるので、内蔵のフットスイッチを
VINTAGEとCLASSIC、MODERNに割り当てておけば、CLEANチャンネルの設定も追加できます。
2連フットスイッチのもうひとつのスイッチでは、そのプリセットでBOOSTがオンになっていればオフに、オンになっていればオフに切り替えることが
できます。こうして、この小型のセットアップで4つすべてのチャンネルが直接呼び出せるようになるのです！
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VINTAGE + BOOST + REVERB

CLASSIC + REVERB

MODERN + REVERB

＜工場出荷時のプログラム＞

任意のプリセット

任意のプリセット

任意のプリセットClean or Drive
チャンネル切り替え

Boostのオン／オフ

標準的な2連のフットスイッチ（別売）
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2nd Master and Accessories
第2のMasterとアクセサリー

REMOTE1を接続すると、第2のMASTERボリュームが利用可能になります。これはフットスイッチで選択できて、10dBの範囲で調節できます。これに
よって、異なるサウンドを2種類の異なる音量で使えることになります。昔ながらの言い方をすれば、リズムとソロでボリュームを選択できるわけです！

この機能を利用するには、REMOTE1のMASTER VOLUMEボタンをオンにして、ボタンのすぐ横にあるノブを動作状態にします。そして、このノブで
MASTERの音量を調節してから、REMOTE1のMASTER VOLUMEボタンを再び押すと、第1のMASTERの設定に戻ります。
REMOTE1では、あらゆる設定を9個のうちの1個のプリセットに保存できます。つまり、プリセット・モードのサウンドの音量設定も保存できるわけです。

AMP1をペダルボードに固定する時のために、このセットにはボードにネジ留めできる2個のマグネットと、AMP1にネジ留めできる2個のマグネットが
同梱されています。これを使えば、ボード全体を持ち運ぶ必要がない時に、いつでもAMP1を取り外し、ギグバッグのポケットに入れられます。

≪注意≫
EASY LOCKをエフェクトボードに取り付ける際には多少の加工が必要です。
加工方法などに不安がある場合は、購入された店舗へご相談ください。

第2のMASTER

EASYLOCK(TM)

AMP1

EASY LOCK

エフェクトボード

REMOTE1を接続すると、2つのレンジを持つPOWER SOAK機能が利用できます。
POWER SOAKは、目いっぱいに飽和させたチューブアンプのサウンドを、許容できる音量にまで下げるために開発されました。チューブアンプの
ゲインを最大にしてオーバードライブさせたサウンドは、広く知られています。多くのPOWER SOAKでは、大型の抵抗を使用して、スピーカー出力の
高い信号を熱に変換しています。これまでのPOWER SOAKでは、音量を下げれば下げるほど弱 し々いサウンドになってしまいます。

AMP1のPOWER SOAKは全く新しい、抵抗を使用しないニュートラルな音質の方式を採用しています。POWER SOAK機能をオンにすると、REMOTE1の
LEVELコントロールがパワーアンプの出力を滑らかに減衰させます。この時、通常の信号経路が、100％ニュートラルなサウンドの“ステージ”と、やや
マイルドなサウンドの“ホーム”の2つのレンジに分割されます。LEVELコントロールを中央の位置よりも上げると、POWER SOAKがレンジを自動的に
“ホーム”から“ステージ”に切り替えます。

POWER SOAK機能の反応を良くするために、MASTERの位置でのパワーアンプの出力は当然のことながら、設定した減衰後のパワーアンプの出力
よりも大きな値になっている必要があります。つまり、MASTERを上げておいて、POWER SOAKで再び減衰させるというわけです！

POWER SOAK
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バンドにおける自分のトーンについて

このページでは、バンド内でより良いサウンドを――しかも無理なく――出すための方法、端的に言えば、“自分の”トーンを出すための方法をいくつか
ご紹介します。一般的に、自宅のリビングルームで小さい音で鳴らした時に素晴らしいと感じるトーンは、バンドの中で鳴らした時には役に立ちません。
なぜでしょう？

それは、バンドの中では多くの楽器が同時に鳴っているからです。これらの楽器が発生する周波数が全て重なり、構成倍音の中のある一部の特徴的な
部分しか聞こえてこないのです。
バンドに様々な役割があるのと同様に、この“周波数のスープ”もグループによって様々です。

とはいえ、ベースとドラムスしかいないバンドがほとんどだというわけではないので、あらゆる状況に対応するためには、より多くの一般的特徴に
ついて考えておく必要があります。

私にとって、バンドのサウンドがうまくまとまった素晴らしい例のひとつがAC/DCです。ギターが2本にベース、ドラムス、ボーカルという編成で、どんな
時にもギターが素晴らしいサウンドで聞こえるバンドの感覚がおわかりいただけるでしょう。

その理由は簡単です。ミックス全体を周波数で見てみると、2本のギター以外の楽器がすべて脇役に回っていて、ギターのために大きなスペースが
割り当てられているからです。AC/DCのサウンドはおそらく、リハーサル・ルームで試行錯誤を重ねて創り出され、磨き上げられたのでしょう。こんな
ふうに、素晴らしいサウンドのグループというものは、自分たちのサウンド作りのための独自のレシピを持っているのです。そして、このような例は
あらゆるジャンル――ジャズからメタルまで――にわたって存在します。

Academy of Tone™
Your tone in the band

Not enough Mids

バンドにおける各楽器の周波数帯域の例

アカデミー・オブ・トーン

ミドルの不足について
自宅で（つまり、仲間のミュージシャンたちと一緒ではなく、自分だけで）作ったサウンドは、バンドに入った時の音抜けが良くありません。家で鳴らした
時に太くて大胆で過激だと感じたサウンドというのは、ベースやドラムスと全く同じ周波数帯域を使っています。そのために、バンドに入ると全く抜けて
こないのです。

【参考】
BASSを抑え気味、MIDDLEを上げ気味にして、TREBLEはむしろ下げて、AMP1のカスタム・コントロールによる違った感触の高音域を体験してみて
ください。
ただし、そのためにはバンド内の他の楽器との折り合いを付ける必要があります。

【ヒント】
ギターアンプに付いている昔ながらのイコライザーは、ハイを上げるとミッドが無くなり、ハイを下げるとミッドが持ち上がります。
それに対して、AMP1の3バンド・イコライザーは、互いに影響を及ぼしません。これによって、最良のサウンド設定をはるかに簡単に見つけることが
できます。イコライザーは、スピーカーや音を出す空間に合わせて調節するべきです。チャンネルごとの基本的なキャラクターの設定は、カスタム・
コントロールで行ったほうが良いのです。素晴らしいトーンが見つかったら、その設定を暗唱番号のようにして覚えておくことができます。私の暗証
番号は5-5-5（BASS-MIDDLE-TREBLE）です。

鈴鳴りのような高音について
バンドに入ると、トーンが薄っぺらく感じられることがしばしばあります。他の楽器と中帯域が重なって、高音域だけが突き抜けるように聞こえるから
です。こうした場合はミドルを上げるか、あるいはハイを絞ると効果的です。私はAMP1のCLEANチャンネルのために、代表的なコンボ・ギター・アンプの
特長として知られる、しっかりした中音域が得られるようなキャラクター・コントロールを設計しました。これを活用するには、カスタム・コントロールの
CLEAN TONE ㉙を反時計方向に回します――もちろん、スピーカーの特性によっては、少し上げ気味にしたくなる場合もあるでしょう。この時、トーンの
MIDDLEは5よりも下げるべきではありません。

Chiming Highs
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スラッピング・ベース vs. 細いトーンの問題について
この問題は、ベースとギターが同じような周波数帯域を使っている時にしばしば起こります。これによって、うなりや振動のようなサウンドになってしまう
こともあります。いくつかのやり方を試してみて、バンドの状況に応じてBASSを上げたり下げたりしてみてください。うなりの問題がなければ、低音を
たっぷり効かせて奏できます。そうすれば、ギターのサウンドがより太くなるでしょう・・・

ベーシストが良いと言ってくれれば、ベースの120Hzあたりを下げてもらいましょう。これでうなりは完全に無くなって、あなたは極太のトーンが得られる
はずです！　周波数や帯域の重なり方の感覚をより上手くつかむために、バッキング・トラックに合わせてギターを弾いてみるのも効果的です。

バッキング・トラックと上手く混ざり、しかも全体のミックスの中からギターの音が抜けてくるように、アンプを設定してください。その状態でバッキング・
トラックが止まった時、自分のギターがドライなトーンになっていてびっくりするかもしれません。ここで注意が必要なのは、録音された信号が――
ステージやリハーサル・ルームで生のバンドと一緒に音を出す時と比べて――ミキシングの段階でサウンドが薄められ、周波数特性も調節されている
ということです。

ときどき、自分の（バンドで演奏したり、家でレコーディングしたりといった）状況に最適なサウンドが見つかるまで、トーン・コントロールをいじって
実験してみると良いでしょう。

様々なサウンドをマスターする
現代的なアンプの多くは、様々なサウンドが出せるようになっています。必要に応じて上手く利用すれば、この多様性はバンドのサウンドに豊かさを
もたらします。現在、こうした豊富なサウンドは、非常に幅広いスタイルの音楽を正統派のサウンドで再現する必要のある、カバー・バンドのギター・
プレイヤーが求めています。私自身の経験では、多くの場合で複雑なペダルボードを用意するよりも、完璧に使えるサウンドを小規模にまとめたほうが、
より良い結果が得られます。さらには、サウンドによって様々なスタイルで演奏する必要があり、それらをマスターすることがまず大切です。ひとりの
プレイヤーが多種多様な演奏スタイルに精通し、しかも様々なサウンドを“使いこなす”ことができるようになるまでには、長い時間がかかります。
ですから、必要以上にストレスを課すべきではありません――できる限り多くのサウンドを追求しようとするよりも、実際にギターを弾くことに集中
したいものです。

ライブでバンドを観ていると、バンドの他のメンバーが一斉に音を出した時、ギターの音がいとも簡単にかき消されてしまうのに気付くことがあります。
ステージの上では自分の音が大きな音量ではっきりと聞こえているにもかかわらずです。とくに、オーバードライブとクリーン――ほとんどすべての
プレイヤーが使うサウンドです――を切り替えた時に、この問題が発生するようです。その理由は単純で、周波数成分の変化が大きすぎるのです。
クリーンなサウンドは抜けてくるのに、オーバードライブ・サウンドが埋もれてしまう――この場合は通常、中音域の不足が原因です。オーバードライブの
サウンドは厚くて太いのに、クリーン・トーンは薄っぺらいというのは、高音域が出過ぎているのと同時に、中音域が不足し過ぎているからです。また、
ギタリストがひとりで弾いている時に素晴らしいと感じるようなサウンドは、多くの場合、バンドが全体で演奏する場面になると、薄っぺらくて存在感の
無いサウンドになってしまいます。

ストンプボックスやオーバードライブ・ペダルは、これまでにないほど人気があります。その主な理由は、実際に使えるからです！ クリーンまたはわずかに
オーバードライブさせたアンプにペダルをつないでも、アンプの周波数特性はほとんど影響を受けません。このことは、自分で決めたアンプ設定を全く
変えなくて良いという意味で重要です。ペダルによるサウンドの変化は許容範囲に抑えられており、アンプの周波数特性を変えてしまうことはないの
です。

AMP1の4つのチャンネルは個別に構成され、周波数特性の点で理想的なマッチングが図られています。効果的な3バンド・イコライザーを使うことで、
アンプ全体のサウンドを手早く簡単にキャビネットやバンドのサウンドに馴染ませることができます。この特徴の最大の強みは、ライブで演奏している
時に、4種類のトーン設定を調節する必要がないという点にあります。カスタム・コントロールを使えば、個々のチャンネルのサウンドを微調整できます。
私の場合は、AMP1のVINTAGEチャンネルを基準にして、他の全てのサウンドを調節します。このチャンネルを使ってギターのボリュームを絞れば、
素晴らしいクリーン・サウンドも得られます。各チャンネルのサウンドを完璧に揃えるために、私はまずVINTAGEチャンネル、次にCLEANチャンネルで
それぞれ音を出し、それからカスタム・コントロールのCLEAN TONEで両チャンネルのサウンドを合わせています。

CLEAN TONEを反時計方向に回すと、中音域が充実したカントリーやファンクに適した典型的なクリーン・サウンドが得られます。この設定は、シングル
コイル・ピックアップに向いています。ハンバッカーの付いたギターで滑らかなクリーン・トーンが欲しい時には、ギターのスプリット・コイル機能を
利用するか、あるいはこのカスタム・コントロールを時計方向に回します。このCLEAN TONEを絞り切れば、丸みのあるジャズ・トーンが得られます。

CLASSIC TONEは、反時計方向に回すと昔ながらのサウンド、時計方向に回せばよりモダンなトーンになります。シングルコイルの場合はやや絞り気味、
ハンバッカーなら少し上げ気味にすると良いでしょう。MODERN TONEはとても過激なコントロールで、2種類の全く異なる――ほとんど互いに相容れ
ないと思われるような――トーンが得られます。絞ると滑らかで温かみのある――ゲイリー・ムーアやエリック・ジョンソン風の――歌うような古き良き
リード・サウンドになり、ざらつき感はありません。しかし、上げていくとそれとは全く正反対の、古き良きロック・ファンの髪の毛が逆立つような、過剰な
までの食いつき感とドライな低音を特長とする、超モダンなメタル・サウンドの世界が広がります。

ここで自分の音色を見せつけてください！

Thumping bass vs. smaller tones

Mastering different sounds

カスタム・コントロールのトーン
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Home & Recording
自宅およびレコーディング

自宅では、リビングルームで出すぐらいの音量でも、出来る限り活き活きとした密度の高いサウンドが欲しいものです。AMP1と組み合わせるなら、
12インチ・スピーカー1本入りのキャビネット（Nano CABまたはFAT CAB）が良いでしょう。チューブアンプのようなパンチの効いた倍音が大好きなら、
POWER SOAKで音量を下げる必要があります。REMOTE1フットコントローラーを使えば、AMP1内蔵のPOWER SOAKを利用して、150mWから2Wの
“ホーム”のレンジで音量をコントロールできます。
ギター用のスピーカーが使えない場合には、AMP1のREC OUT端子にヘッドフォンまたはホーム・ステレオを接続することができます。ただし、音量
には注意してください！

REC OUTは、7段という凝ったアナログ・フィルターの回路で、ギター・スピーカーのシミュレーションを行っています。信号はデジタルに変換されない
ので、レイテンシーの無い、超高速の反応が得られます。

AMP1をレコーディングに使用する場合には、多くの機能が利用できます。もっとも簡単なのは、REC OUTを使用し、ミキシングの段階でいくつかの
エフェクターをかけて、ギターのドライな音を完璧に他の楽器と馴染ませます。スピーカーを接続しなくても問題ありません。ただし、スピーカーを
使用すれば――室内で鳴らす程度の音量であっても――“電流帰還”がかかり、REC OUT出力のサウンドはより活き活きした、パンチのあるサウンドに
なります。この電流は、パワーアンプとスピーカーが相互作用することで発生するので、サウンドに影響します。REMOTE1を接続してPOWER SOAK機能を
利用すれば、音量を抑えながらアンプを飽和状態に持っていくことができます。これによって、耐えられる程度の音量を維持しながら、より豊かな倍音を
持つパンチのあるアンプのサウンドでレコーディングができます。

もちろん、スピーカーの前にマイクを立ててレコーディングすることもできます。この場合、私ならマイクの信号とREC OUTからのダイレクト信号の両方を
レコーディングしておきます。ただし、レコーディングした後にはかならず、全ての信号の時間差をソフト上で修正して、互いの信号の位相が揃っている
ことを確認してください。マイクとダイレクトの比率は、ミックスの段階でも必要に応じて調節できます。

ギターアンプにマイクを立ててレコーディングしたことのある人なら誰でも、自分がアンプの前に立って聞こえる音とマイクを通した音が、全く違って
聞こえるという経験をしているでしょう。そこで、正しいマイクの立て方とは？　私の経験を参考にしていただくなら、マイクはまず、スピーカーに近づけ
ます――これを“クローズ・マイキング”と言います。マイクを離すと、パワー感や存在感に欠けるサウンドになります。レコーディングのために広い空間が
使える場合は、複数のマイクを使用します。音がそれぞれのマイクに到達する時間差は位相ズレを生じますが、この時間差は現代のレコーディング
ソフトウェアで補正することができます。そして、ここからがサウンド・エンジニアの腕の見せ所です。スタジオでは、ステージでもそうですが、ほぼ必ず
クローズ・マイキングの――空間の音を拾わない――方法が採られます。広がりのあるサウンドが欲しければ、ミキサー卓で簡単に効果を加えることが
できます。ライブでは、マイクで拾ったギターの音が、PAシステムから十分な反響を持った空間に放出されます。ですから、こうした状況では、クローズ・
マイキングが正しいやり方なのです。どんな時でも、決めてとなるのはダイレクトの――クローズ・マイキングで拾った――信号の音質です。

スピーカーの音をマイクで拾うのがもっとも正統的なやり方なのはもちろんです。ただし、スピーカーの前にどうやってマイクを立てるかは、芸術的な
領域の問題です。なぜなら、マイクの位置を1cm変えたたけでもサウンドが劇的に変わってしまうので、バランスの取れたサウンドを作るのが非常に
難しいからです。私も1個のスピーカーの前で何時間も費やして、マイクをいろいろと動かしながら最良の位置と角度を探り、自分にとっての“スイート・
スポット”と呼べる位置を見つけました・・・

レコーディングの音質もそうですが、演奏する時のフィーリングも大切です。太くてパワフルなサウンドでなければ、そのサウンドを本当に“感じる”
ことはできません。

マイクで音を拾う場合でも、REC OUTからダイレクトに音をレコーディングしても、ポスト・プロダクションでほんのちょっとした作業――エコー（ほとんど
聞こえない程度にわずかな量であっても）やリバーブ、最小限のイコライザー、コンプレッサーなど――をかけることで、あなたのサウンドは自然で
生き生きとした、プロっぽい仕上りになります。

これには、3つの異なるタイプのリバーブが役立ちます。まずはプレート、古き良き時代のプレート・リバーブで、ヴァン・ヘイレンの初期のアルバムなどで
聴くことができます。そのサウンドは、スポーツ・スタジアムのように広い空間のサウンドをシミュレートしています。私は、ギターを鳴らす空間の奥行を
決めるのに、このプレート・リバーブを使います。リバーブ・タイムは1.5～3.5secの範囲です。次にルーム――狭い空間にすれば、ギターのサウンドは
とくに広がりのあるサウンドになります。このエフェクトには、ショート・ディレイを組み合わせることもできます。最近では、Impulse Response社の
コンボリューション・タイプのショート・リバーブ・プラグインが気に入っています。1980年代にはEventide社のコーラスをかけるのが大流行しました。

本物の空間のシミュレーションは、奥行きだけでなく、高さの感じを出すのにも適していると思います。様々なマイキングによる信号とREC OUTの信号を
いろいろとミックスしてみることにも、試す価値があります。

こうしたエフェクトをミックスしながら試す価値がある主な理由は、信号同士のミックス・バランスを確認する必要があるからです。私は多くの場合、
これらのうちふたつの音をごく小さく抑え、ひとつの音をかなり際立たせるようにしています。ふたつのエフェクトのうちどちらか片方がなくても、何か
物足りない感じになってしまいます。

あとは、ギターやリバーブの信号に軽くイコライザーやコンプレッサーをかけてみるのも良いでしょう。なぜなら、ミックスの中ではあらゆる楽器が
それぞれのスペースを必要としていて、どれかのスペースを削れば、他のためのスペースが作れるからです。肝腎なのは、キャラクターや生命感が
失われない程度に、あらゆるものを出来る限りそぎ落とすことです。

自宅練習

レコーディング

マイキング――これ自体も芸術

ミキシングについて
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Troubleshooting
トラブルシューティング

全てのケーブル（ギター、エフェクター、スピーカーなど）が正しく接続されていて、正常に機能する状態かどうかを確認します。全てのエフェクターを
いったん取り外し、まずはAMP1に何も接続していない、単体の状態でテストします。

電源が来ていない。電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
AMP1周りの接続は正しく行われていて、電源も入っているが、それでも音が出ない
●ギターのボリュームを絞り切っていませんか？
●AMP1のMASTERとVOLUMEのいずれか、あるいは両方を絞り切っていませんか？
●全てのトーン・コントロールを絞り切っていませんか？
●SERIALに設定されたFXループがオンの状態で、接続した外部エフェクターが動作していないかもしれません。

BOOSTをオフにして、コントロール㉔を絞ってください。また、CLEANボリュームを3ぐらいまで絞って下さい。通常のピックアップでも5あたりから歪み
はじめ、高出力のピックアップなら3でも完全に飽和することがあります。ですから、どうぞご安心を。音量が上げられないのは、意図的にそうしてある
からです！　最高のクリーン・アンプにはマスター・ボリュームがありません。ですから、AMP1ではまず、MASTERを上げておいてください！　それから
CLEANボリュームをゆっくり上げて、オーバードライブし始めるあたりに設定します。その後でBOOSTをオンにして、好みのサウンドになるように、
ゆっくりとコントロール㉔を上げてください。

AMP1がプリセット・モードになっている可能性があります。
スタンダード・モードに戻るには、REVERBボタンを押しながらAMP1電源をオンにします。

●REMOTE1が正しくREMOTE端子に接続されていますか？
●接続に使用しているケーブルは正常に使える状態のものですか？
●REMOTE1のスイッチ類が点灯していれば、接続は正常です。

FXループをパラレル・モードで使用する場合、出力にダイレクト音を含むエフェクターの信号が、AMP1内部のドライ音がミックスされています。この
時、エフェクターによってはそのダイレクト音とAMP1のドライ音の位相がずれて、互いにキャンセルし合うことがあります。これはデジタル・エフェクターに
起こりがちな現象です。なぜならアナログ信号をデジタルに変換し、ふたたびアナログに戻す処理の過程では当然のことながらレイテンシーが発生し、
それが位相ズレを起こすからです。
この問題の発生を抑えるには、エフェクターのダイレクト音をカットする必要があります。それができない場合は、FXループをシリアル・モードに切り
替えてください。

●信号ケーブルのシールド線が入力部分またはエフェクト・ループの中で切れているかもしれません。ケーブルを交換してみてください。
●電源系統がうまくグラウンドに落ちていないか、まったくグラウンド処理がなされていないかもしれません。電源ケーブルや電源端子を交換して
　みてください。
●強力な電界がピックアップやケーブル周り、あるいはアンプそのものに影響しているかもしれません。AMP1やそれに接続したケーブルの近くに、
　電源トランスや電気モーターがないかどうか、そうしたものから十分に距離をおいているか確認してください。

●ステージ脇の調光器などはよく、こうしたノイズを発生します。配線周りを変更して、こうした機材から距離を置くようにしてください。調光器を最大に
　したままにしておいてください。

AMP1を長く愛用していただくためには？
●過度な振動を与えないでください。
●放熱口を塞がず、常に空気の流通を確保してください。
●AMP1を過剰な高温や低温にさらさないでください。
●埃や湿気の侵入を防いでください。
●AMP1の各入力には、出力の異常に高い機器を接続しないでください。
●自己流の修理は行わないでください！　内部ヒューズの交換も、経験ある専門技術者に依頼してください。
●チューブの交換を自分で行わないでください！　AMP1で使用しているチューブは、並外れた高品質と非常に長い寿命が特徴です。通常のチューブ
　アンプのようにチューブを交換する必要はまずありません。

問題の原因を探るために確認すべき基本事項

AMP1の電源が入らない

CLEANチャンネルの音が歪む

フットスイッチの表示が選択した機能どおりにならない

REMOTE1から送信した外部コントロール・コマンドに反応しない

エフェクターを使用すると、サウンドが不明瞭になったり濁ったりする

ハムノイズが出る（この問題は非常に複雑で、原因は様々です！）

高音域のハムノイズや唸りのようなノイズが出る

こうしたことについて必要な知識に自信がない場合は、ご購入店にご相談ください。

メンテナンスおよび修理
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本製品は、IEC 60065に準拠して製造され、安全に動作する状態で出荷されています。この状態を維持して安全に使用していただくために、本取扱
説明書の指示や注意をきちんと守って下さい。

本製品は、感電保護クラス1（保護用接地線接続済み）に準拠しています。本器を自動車や船舶、航空機、高度2,000m以上の高所で使用する場合は、
それにふさわしい安全基準に従ってください。ただし、それはICE 60065の要求範囲外である場合もあります。

【注意】
火災や感電を防ぐために、機器を湿気や雨にさらさないでください。本体を開けないでください――内部に自前で交換可能な部品はありません。
修理は資格のある技術者のみが行うようにしてくだい。

　　　　　このマークは、筐体内に絶縁されていない危険な――感電の恐れのある――電圧が発生している部分があることを示します。

　　　　　このマークは、外部から触れられるところに危険な電圧が発生している部分があることを示します。このマークのある端子にケーブルを
　　　　　接続する際には、製造者が推奨する規格に適合した既成品を使用するか、資格のある技術者に結線を依頼してください。

　　　　　このマークは、操作や修理に際しての重要事項が付属の取扱説明書に記されていることを示します。取扱説明書を読んでください。

　　　　　このマークは、「取扱注意！　表面が高温です！」という警告です。火傷を防ぐために、この部分には触らないでください。

　　　　　CEマークは有効なEMC指令（2004/108/EG）に準拠した製品であることを示します。また、EN61000-6-1、EN61000-6-3および、EN60335-1の
　　　　　低電圧指令（2006/95/EG）にも準拠しています。

　　　　　本製品は、WEEE指令（2002/96/EG）に準拠しています。電化機器は家庭ゴミと一緒に廃棄してはならず、電気・電子機器の処理に適した
　　　　　施設においてリサイクルしなければなりません。

●本取扱説明書をよく読んでください。
●本取扱説明書を大切に保存しておいてください。

【注意】
この機器を単独であるいはヘッドフォン、スピーカー等と組み合わせて使用した場合設定によっては永久的な難聴になる程度の音量になります。
大音量で長時間使用しないで下さい。
万一聴力低下や耳鳴りを感じたら、ただちに使用を止めて専門の医師に相談して下さい。

【警告】
またLeadモードなどハイゲインのセッティングを行った場合は予期せぬ強力なフィードバックが発生する事があります。
それによりスピーカーに損傷をあたえたり、難聴を引き起こす事があります。
そのようなリスクを回避する為に大音量で使用する場合はゲインを下げ、トレブルやプレゼンス成分といった高域をさげる必要があります。

安全のための重要事項機器を接続する前にお読みください！

重要
演奏中にAMP1とギターの距離を近づけると、発振音やノイズが発生する場合があります。特に音量を大きくしている場合やゲインの設定が高い
場合に発生します。
ほとんどの場合は弦に手を触れるなどすれば、弦アースを介してノイズを防ぐ事ができますが、その様な症状が発生した場合は発振音が止まる
までゲインを下げるか音量を下げてください。AMP1とギターやその他の機材との距離を離すのも有効な対策手段です。
このような発振音やノイズが出た状態でAMP1を使用しますと、内部パーツが発熱し故障や破損の原因となります。
またAMP1はセッティングによってはボリュームを最大（全開）にしなくても100Wの出力に達します。その為、大音量で使用を続けると保護回路が
働きシャットダウン（自動的に電源が切れる）する事があります。
その場合は発振音やノイズが発生していなくても音量を下げてください。またシャットダウンが発生した場合はしばらく時間を置いてから電源を
入れなおしてください。
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●仕様および技術データは、本体下部のプレートに表記されています。
●製品に付けられたマークの注意や、本取扱説明書に記された注意に従ってください。
●本製品を水の近くで使用しないでください。バスタブや洗面台、台所の流し台、湿った場所、湿気の多い部屋などで使用しないでください。
●水の入った容器（花瓶やグラス、ビンなど）を本製品の上に置かないでください。
●清掃は、乾いた布で行ってください。
●筐体のカバーや部品は取り外さないでください。
●感電防止のため、本製品のグラウンドが取れていることを常に確認してください。電源ケーブルは付属のものだけを使用し、グラウンド端子は電源の
　グラウンドに常にきちんと接続するようにしてください。安全目的のグラウンドをバイパスしないでください。
●電源ケーブルを踏んだりつぶしたりしないでください。とくにプラグやソケットの付け根の部分は、常に注意して扱ってください。電源ケーブルは、
　断線や劣化の兆候がないかどうか、定期的に確認してください。プラグの付け根や機器接続部に近い部分は、とくに注意してください。
●損傷した電源ケーブルは絶対に使用しないでください。
●雷が鳴っている時や、本製品を長期間使用しない場合は、電源を抜いてください。

●いかなる修理も、資格のある技術者に依頼してください。修理は、本体が損傷した場合の他、以下のような場合にも必要です。
――電源ケーブルやプラグがほつれたり損傷したりした場合。
――本体に水をこぼしたり、内部に異物が入ったりした場合。
――本体が雨や湿気にさらされた場合。
――取扱説明書の指示通りに使用しても、本体が正常に動作しなくなった場合。
――本体を落としたり、筐体が損傷を受けた場合。
●本製品または本取扱説明書で指示されている最小値よりも低いインピーダンスのスピーカーを、本製品に接続しないでください。また、ケーブルも、
　ご使用の地域の規格に準拠した、じゅうぶんな容量のものだけを使用してください。
●本製品は、決して直射日光にさらさないでください。
●本製品を、暖房器具や熱交換器、オーブンなど、熱を発生する機器の近くに設置しないでください。
●放熱口を塞がないでください。本製品は製造者の指示に従って設置してください。また、必要な通気性が確保できない限り、ラック・システムなど
　には組み込まないでください。
●本製品を寒い環境から暖かい環境に移動した場合は、最低1時間は電源を入れずに休ませてください。結露のために、内部が濡れている恐れが
　あります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●火の近くでは本製品を絶対に使用しないでください。
●本製品は壁から最低20cm離して設置し、何かで覆ったりしないでください。また、本器の上に最低50cm程度の空間を空けておいてください。

●本製品は、製造者が指定したもの、または本製品とセットで販売されたスタンドや三脚、テーブル、ブラケット以外のものには、取り付けたり設置
　したりしないでください。
●アクセサリーは、製造者が推奨するものだけを使用してください。アクセサリーには、保護カバーや運搬用のバッグ、スタンド、壁や天井へのマウント
　用器具といったものも含まれます。本製品にいかなるアクセサリーを取り付ける場合にも、必ず製造者の指示に従ってください。また、アクセサリーの
　取り付け部分も、製造者が指定した個所だけにしてください。
●本製品は、本製品のような機器を操作するに足る経験や知識の不足している人の使用には適していません。また4歳以下の幼児からは、常に離して
　おいてください。
●本製品の隙間からいかなる異物も押し込んだりしないでください。危険な電圧が発生している部分にその異物が触れたり、回路がショートしたり
　する恐れがあります。それに起因する火災や感電の危険もあります。
●本製品には、90dB以上の音圧を発生する能力があります。この音圧は、重度の難聴の原因になることがあります！　異常な大音量にさらされると、
　聴覚が永遠に失われる可能性があります。連続してこのような大音量にさらされるような場合には、耳栓などの保護器具を使用してください。
●製造者は、以下の条件下でのみ、本製品の安全性や信頼性、性能を保障します。
――設置や接続、再調整、改造または修理が、製造者または正規の技術者によって行われた場合。
――設置場所の電気的環境が、IEC（ANSI）規格の要求を満たしている場合。
――本製品が取扱説明書に従って運用された場合。
――本製品の電気的安全性が、資格のある技術者によって定期的に点検されている場合。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Page-34

入力：アンバランス端子
感度：0～15V（ピーク・トゥ・ピーク、最大値）
入力インピーダンス：2MΩ
出力：約100W
スピーカー接続
標準端子：8ΩX1、16ΩX1
FX SEND／RETURN：アンバランス端子
FX SEND出力およびFX RETURN入力のレベルは、スイッチの設定に依存
LOW：-10dBU、+/-1dB、0.7Vピーク・トゥ・ピーク
HI：+4dBU、+/-1dB、3.46Vピーク・トゥ・ピーク
FX SEND出力インピーダンス：1.3kΩ以下
FX RETURN入力インピーダンス：18kΩ以上
電源電圧範囲：100～240V、+/-10%、50～60Hz
消費電力：最大150W
ヒューズ：内部：3.15SB
動作環境温度
0℃～+35℃
ロジックMIDIコントロール・システム
STM 8 S
システム・インターフェイス
外部プログラム機器によりアップデート可能
BluGuitar(R)規格、非同期データ転送プロトコル
寸法：
幅：245mm
高さ：68mm
奥行：192mm
重量：1.2kg
仕様は、予告なしに変更する可能性があります。

Technical Data:
テクニカル　データ


