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ユーザーガイド
はじめに
同梱物
HEADRUSH GIGBOARD 本体
USB ケーブル
電源アダプター
ソフトウェア・ダウンロードカード
クイックスタートガイド/ 保証書
重要：http://www.headrushfx.jp から完全版ユーザーガイドをダウンロードしてください。

サポート
この製品に関する最新情報(マニュアル、技術仕様、動作必要要件、互換性情報)、製品登録については、
http://www.headrushfx.jp をご覧ください。
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機能
トップパネル

1.

メインディスプレイ： フルカラー・マルチタッチディスプレイは HEADRUDH GIGBOARD の仕様中の操作に関する情報を表示し
ます。ディスプレイをタッチ(ハードウェア・コントロール)を使用してインターフェイスをコントロールすることができます。どのよう
に動作するかについては、操作 > メインスクリーンを参照してください。

2.

エンコーダー： 使用可能なメニューオプションをスクロールしたり、ディスプレイ内の選択したフィールドのパラメーター値を調
整することができます。エンコーダーを押すことで選択した内容を確定させることができます。

3.

フットスイッチ・インジケーター：これらのライトは、各フットスイッチにアサインされたストンプ、リグ、シーンがオン(明るく点灯)
またはオフ(薄暗く点灯)のいずれであるかを示します。

4.

フットスイッチ：設定したモデルやシーンを有効または無効にしたり、設定したリグをロードしたりします。

5.

マスターボリューム： 出力ボリュームの調整を行ないます。
.
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リアパネル

1.

ギター入力 (1/4”/6.35 mm、TS)：標準ケーブルを使用してギターを接続して下さい。

2.

Aux 入力 (1/8”/3.5 mm、TRS)： オプションのオーディオソース(スマートフォン、タブレットなど)の出力を 1/8”/3.5 mm ステレ
オケーブルを使用して接続してください。

3.

エクスプレッション・ペダル入力 (1/4 インチ/ 6.35 mm、TRS)：1/4 インチ(6.35 mm)TRS ケーブルを使用して、オプションのエ
クスプレッション・ペダルをこの入力に接続します。

4.

エクスプレッション・ペダル・トウスイッチ入力 (1/4 "/6.35 mm、TS)：オプションのエクスプレッション・ペダルのトウスイッチ出
力を、1/4 インチ(6.35 mm)TS ケーブルを使用してこの入力に接続します。

5.

出力 (1/4”/6.35 mm、TRS)： アンプやオーディオインターフェイス等の入力に接続してください。状況に応じてアンプ/ライン・
セレクターを適切なポジションに設定してください。1 つの出力のみを使用する場合は、L/Mono とラベリングされている出力
を使用してください。
注：これらの出力は、グローバル設定メニューのアンプレベルまたはラインレベル(デフォルト)で信号を送信するように設定で
きます。

6.

外部アンプ・フットスイッチ出力 (1/4 "/6.35 mm、TRS)：この出力を外部ギターアンプのフットスイッチ入力に接続して、チャン
ネルを切り替えたり、アンプのリバーブをオン/オフします。
重要：この出力は、グランドショートタイプのフットスイッチ入力を持つアンプにのみ接続してください。 この出力を他のタイプ
のフットスイッチ入力に接続すると、機器に損傷を与える可能性があります。
詳しくは、ご使用のアンプのマニュアルをご参照ください。

7.

ヘッドホン出力 (1/4”/6.35 mm, TRS)：標準の 1/4”(6.35 mm)ステレオ・ヘッドホンをこの端子に接続してください。
MASTER ボリュームを使用してボリュームを調整してください。

8.

FX センド出力 (1/4 "/6.35 mm、TRS)：これらの出力を別のエフェクトモジュール、エフェクトペダル、アンプのエフェクト・ルー
プリターンのいずれかの入力に接続します。

9.

FX リターン入力 (1/4 "/6.35 mm、TRS)：これらの入力を別のエフェクトモジュール、エフェクトペダル、アンプのエフェクト・ル
ープセンドのいずれかの出力に接続します。
注：グローバル設定メニューで、ラック・レベルまたはストンプ・レベル(デフォルト)で信号を受信するように FX リターン入力を
設定することができます。

10. MIDI 入力 (5-pin DIN)： この端子と外部 MIDI デバイスの MIDI 出力を接続するには、標準の MIDI ケーブルを使用してくださ
い。
11. MIDI 出力/スルー (5-pin DIN)： 標準 MIDI ケーブルを使用して、この出力から外部 MIDI デバイスの MIDI 入力に接続してく
ださい。この出力は、標準の MIDI 出力または MIDI スルーとして設定可能です
12. USB ポート： 標準の USB ケーブルを使用してこのポートとコンピュータを接続することができます。この接続により、
HeadRush Gigboard は、コンピュータとの間でデジタル・オーディオ信号を送受信できるようになります。また、この接続では、
リグ、モデルプリセット、セッティングリスト、インパルスレスポンス(IR)ファイルをインポート/エクスポートすることもできるよう
になります。この接続はファームウェアのアップデートにも使用することができます。
13. 通気孔：使用中に通気孔に障害物がないことを確認してください。
14. 電源入力：付属の AC アダプタを使用して、この入力をコンセントに接続します。
15. 電源スイッチ：このボタンを押すと、HeadRush Gigboard の電源がオンになります。 このボタンを長押しすると、HeadRush
Gigboard の電源がオフになります。
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セットアップ
はじめに > 同梱物 に記載されていないものは別売りです。
重要：グローバル設定メニューで、従来のギターアンプを使用している場合は、出力レベルをアンプレベルに設定してください。フ
ルレンジ・フラットレスアンプ、ミキサー、PA スピーカー、オーディオインターフェイスを使用している場合は、ラインレベル(デフォル
ト)を設定してください。

ギター

フルレンジ、フラットレスアンプ
または従来のギターアンプ

アンプ・フットスイッチ入力
重要：この出力は、グランドショートタイプのフットスイッチ入力を
持つアンプにのみ接続してください。この出力を他のタイプのフッ
トスイッチ入力に接続すると、機器に損傷を与える可能性があり
ます。ご使用のアンプにグランドショートタイプのフットスイッチ入
力があるかどうか不明な場合は、アンプのマニュアルまたはメー
カーに問い合わせてから試してみてください。

エクスプレッションペダル

電源
コンピューター

外部エフェクター
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基本操作
この章は、HeadRush Gigboard の機能について説明します。
メインスクリーン
セットリストを表示します。

このバーをタップし、下にドラッグするとリグのリストを表示します。
リグネーム

リグを保存します。

画面内の選択可能な項目を移動
したりパラメーターを調整するた
めにこのエンコーダーを使用しま
す。エンター・コマンドとしてエンコ
ーダーを押してください。

リグの異なるルーティング・オ
プションを切り替えます。

別のリグに切り替えるときに、リ
バーブとディレイテールを有効ま
たは無効にします。

モデルをダブルタップすると
そのパラメーター表示/非
表示させます。

フットスイッチをタップしてオン/オ
フを切り替えます。

この 4 つのブロックは、4 つのフットスイッチの現在の
機能を示しています。

基本操作
重要：シグナルチェインのモデルの配列は必ずしもフットスイッチ配列と同期はされません。シグナルチェインを変更することなく自
由にモデルを使用可能なフットスイッチに割当ていることができます。これは、ハードウェアのアサインを参照してください。
モデル(amp, cab, effect)を空のスロットにアサインするには、(＋)をタップして
表示されるリストを使用してください。詳細については、リグ > リグの作成を参照して下さい。
モデルのセッティング画面を表示するには、そのモデルをダブルタップしてください。
セッティング画面にプリセットメニュー、パラメーター、アサインされた色が表示されます。
モデルの有効/無効を切り替えるには、アサインしたフットスイッチを押すか、
ディスプレイのフットスイッチをタップしてください。

別のリグ(プリセット)をロードするには、次のいずれかの操作を行ってください。：

シグナルチェーン内のモデルを置き換える
場合には、モデルをタップして別のスロッ
ト、またはほかの 2 つのモデル間でドラッ
グしてください(その位置の後ろにあるもの
は、シグナルチェーンの 1 つ下のスロット
に移動されます)

•
•

画面上のリグ名をタップし、隣にある◀ または ▶ をタップしてください。
画面上のリグ名をタップし、エンコーダーをまわしてください。

•

Gigboard が Rig View のときに、プリセットにアサインされたフットスイッチを押します。

•

Gigboard がハイブリッド表示のときは、Prev Rig または Next Rig にアサインされたフットスイッチを押します。

新しいリグを作成するには、右上の  ボタンをタップしてから New Rig をタップします。
現在のリグを削除するには、右上の  ボタンをタップしてから、Delete Rig を押します。そのまま削除する場合は YES をキャン
セルする場合は No をタップします。
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リバーブ/ディレイテール・スピルオーバー
Gigboard には、2 種類のリバーブ/ディレイ・テール・スピルオーバーが搭載されています。これはエフェクトを切り替えたときに急
にエフェクトが途切れたりしないように、自然に繋がるようにするための機能で 1）リバーブやディレイのエフェクトをアクティブにし
ておいて、2 つ目のリグに切り替えた後、エフェクトが減衰していきます。2）リバーブやディレイのエフェクトをアクティブにしておい
て、このエフェクトをバイパスすると、バイパスした後もエフェクトが減衰していきます。

現在のリグでこの機能を有効または無効にするには、メイン画面で「TAIL」をタップします。
注：この機能は、エフェクトループや USB オーディオを使用している場合には機能しません。

リバーブ/ディレイ・テール・スピルオーバーを個別のエフェクトで有効または無効にする
には、まずディレイまたはリバーブ・エフェクトの設定ページに入ります。次に、TAILS を
ON または OFF にします。
注：このパラメーターを調整しても、リグ全体のリバーブ/ディレイ・テール・スピルオーバー設定には影響しません。
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シグナルパス
シグナルチェーンの経路を再設定して分割することで、より複雑なルーティングが可能になります。
信号経路を再設定するには、メイン画面の右上の をタップしてください。アイコンは、3 つの可能な信号経路のいずれかに
合わせて変化します（下図参照）
このストレートな信号経路がデフォルトで
あり、最も一般的なものです。

この信号経路は、途中で分岐し、最後に
再び合流します。この設定は、2 種類のエ
フェクト（またはエフェクトチェーン）を使用
したいが、それらの信号を別々にしておき
たい場合に便利です。
分割されたパスをミックスする方法につい
ては、「設定を調整する」→「パラメータ
ー」→「ミックス」を参照してください。

この信号経路は、ソースからすぐに分
岐し、エンド付近で再結合します。2 番
目の構成と同様に、2 種類のエフェク
ト（またはエフェクトのチェーン）を独立
して使用する場合に便利ですが、分割
されたパスと再び合流したパスでより
多くのモデルを使用することができま
す。
分割されたパスをミックスする方法に
ついては、「設定を調整する」→「パラ
メーター」→「ミックス」を参照してくださ
い。
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ステレオ/モノ
HeadRush Gigboard から出力される信号は、リグ内のモデル、信号経路、使用する出力によって、モノラルまたはステレオになり
ます。信号経路の終点付近にあるインジケーターは、現在の構成を示しています。
以下のいずれかを行うと、信号はステレオになります。：
•

シグナルチェーンの中では、どんなステレオエフェクトモデルでも使用できます。たとえモノラルのエフェクトモデルを後に
配置していてもです。これは、モノラル・エフェクトが単純に両チャンネルに同じように適用されます。

•

スプリットされたシグナルパスを使用します。スプリットされたパスが出力の前で再び合流する場合でも同様です。

•

ダブルアンプ、ダブルキャビネット構成の場合（2X がオンの場合）

以下のいずれかを行うと、信号はモノラルになります。：
•

シグナルパスはリニア（スプリットではない）を使用します。

•

アンプやキャビネットのモデルを使用する場合は、シングルアンプ、シングルキャビネットの構成のみを使用してください。

また、以下のいずれかを行うと、信号はモノラルになります。：
•

リアパネルの L/MONO 出力（ステレオペアの）のみを使用してください。

•

Rig Width の出力設定を 0%にします。

ステレオフィールドの幅を調整するには、シグナルパスの最後にある Out アイコンをタップし、3 番目のパラメーターノブを回して
Rig Width 出力設定を調整します。これはステレオ信号にのみ影響し、モノ信号には影響しません。100%はステレオフィールドをフ
ルに使用し、0%はモノラル信号になります。
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フットスイッチモード
4 つのフットスイッチは、モデル（アンプ、キャビネット、エフェクト）の起動やバイパス、シーン、リグ、セットリストの選択などに使用
できます。これらは常に 4 つのモードのいずれかになっています。ストンプ、リグ、ハイブリッド、セットリスト
モードを変更するには：
1.

フットスイッチ 1 を長押しします。次に、ストンプ、リグ、ハイブリッ
ド、セットリストの 4 つのモードから選択します。

2.

Footswitch を押してそのモードに入る。

ストンプモード
フットスイッチ 1-4 は、シグナルチェーン内のモデル（アンプ、キャビネッ
ト、エフェクト）に対応しています。フットスイッチを押すと、そのモデルを
アクティブ/非アクティブにすることができます。
リグモード
最初の 2 つのフットスイッチは、保存されているリグに対応しています。
フットスイッチを押すと、そのリグが読み込まれます。
前のバンクの 2 つのリグを表示するには、フットスイッチ 3 を押します。
次のバンクの 2 つのリグを表示するには、フットスイッチ 4 を押します。
オルタネートリグモード
別バージョンのリグモードに入るには、グローバル設定の 2 ページ目
で、4 Rigs / No Hold パラメーターをオンに変更します。
フットスイッチ 1-4 は、保存されているリグに対応しています。フットス
イッチを押すと、そのリグがロードされます。
前のバンクの 4 つのリグを表示するには、フットスイッチ 2 を押します。
次のバンクの 4 つのリグを表示するには、フットスイッチ 3 を押します。
注：オルタネート・リグ・モード使用時は、ハンズフリーモードやルーパ
ーにアクセスできません。
ハイブリッドモード
最初の 2 つのフットスイッチは、モデルの起動/停止や、現在選択され
ているリグのシーンにアサインすることができます。
前のリグを表示するには、フットスイッチ 3 を押します。
次のリグを表示するには、フットスイッチ 4 を押します。
セットリストモード
All Rigs のセットリストに入るには、フットスイッチ 1 を押します。
現在表示されているセットリストに入るには、フットスイッチ 2 を押します。
前のセットリストを表示するには、フットスイッチ 3 を押します。
次のセットリストを表示するには、フットスイッチ 4 を押します。
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リグ
HeadRush Gigboard にとってリグとは、アンプ、キャビネット、エフェクトなどのアサインされたモデルと、それぞれのパラメーター設
定の組み合わせを意味するプリセットです。リグの作成、編集、保存、読み込みが可能なので、パフォーマンスの各パートに最適
なサウンドを簡単に呼び出すことができます。
各リグには 11 のスロットがあり、それぞれに 1 つのモデル（アンプ、キャビネット、エフェクト）がアサインされています。例外として、
スロットがアンプやキャビネットをデュアル構成で使用している場合（隣の 2X ボタンが有効な場合）は、この限りではありません。
アサインされたスロットにはエフェクトモデルのグラフィックが表示され、空のスロットには＋マークが表示されます。

リグの作成
新しいリグを作成するには、画面右上隅のをタップし、
New Rig をタップしてください。

モデル(アンプ、キャビ、エフェクト)を空きスロットにアサイン：
1.

空きスロット(+)をタップしてください。

2.

リストからアサインしたいエフェクトタイプをタップしてください。：アンプ、
キャビ、エフェクト(カスタム IR、ディストーション、ダイナミクス/EQ､モ
ジュレーション､リバーブ/ディレイ、FX ループ､エクスプレッション)

3.

表示されたリストの中で、アサインしたいモデルをタップします。

4.

さらに次に表示されるリストで、そのモデルに読み込みたいプリセット
を選んでタップします。

隣接するスロットが空いている状態でアンプやキャビネットをロードすると、
最初に選択されたキャビネットやアンプがもう一方のスロットに自動的にロ
ードされます。その後は、シグナル・チェーンでの分離、アンプやキャビネッ
トの種類の変更、モデルの削除など、それぞれを独立して設定することが
できます。

モデルタイプ：アンプ、
キャビネット、エフェクト

モデルごとに用意さ
れたプリセット

各タイプに対応した
モデル
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シグナルチェーンの最適化
シグナルチェーンとは、ギターからのオーディオ信号が選択したエフェクト・モデルを経由して、HeadRush Gigboard のアウトプット
に至るまでの経路のことです。エフェクト・モデルを任意の順序で配置することで、より良いサウンドを得られるかもしれません。
ここでは、HeadRush Gigboard で素晴らしいリグを作るために、一般的な配置を提案します。：
•

ダイナミクス（コンプレッサーなど）、フィルター（ワウ、ピッチシフターなど）、ボリュームペダルは、シグナルチェーンの最初
に設置するのが一般的です。また、ボリュームペダルをシグナルチェーンの最後に配置することで、機能を少しだけ変化さ
せることもできます。

•

ゲイン系のエフェクト（オーバードライブ/ディストーション、ファズなど）は、通常その次に設置されます。

•

イコライザー（EQ）は、オーバードライブ/ディストーションやファズなどの音色を整えるために使用されることが多いので、EQ
はそれらの後に配置します。また、ギターの一般的な音色（不要な周波数をカットする）を形成するために、ゲインペダルの
前に置くこともできます。

•

フランジャー、フェイザー、コーラスなどのモジュレーション系のエフェクトは、一般的にその次に配置されます。

•

ディレイやリバーブなどのタイムベースのエフェクトは、一般的にシグナルチェーンの最後の方に置かれます。

•

アンプとキャビネットは、シグナルチェーンの最後尾に置かれることが多いですが、どこに置いても構いません。

リグの保存
リグに特定の変更を加えた場合、画面上部のリグ名の横にアスタリスク()が表示されます。これは、リグに何らかの変更を加えた
ことを示しており、保存することができます。
以下のいずれかを行った場合、アスタリスクが表示されます。：
•

リグにモデルをアサイン

•

リグからのモデルの削除

•

シグナルチェーンの中でモデルを動かす

•

モデルのプリセットの変更（詳しくは「設定の調整」をご覧ください）

•

Hardware Assign 画面での変更（詳しくはハードウェアアサインをご覧ください。）

モデルの起動・停止、各画面でのパラメーターノブの操作、各画面でのエクスプレッションペダルの操作では、アスタリスクは表示
されません。
これらの変更をこのリグに保存したり、別のリグとして保存したり、あるいは完全に破棄したりすることができます。
アスタリスクが表示された状態で、別のリグをロードしようとすると、次のいずれかのオプションを選択するように求められます。：
Cancel：このオプションは、現在のリグを保存したり、新しいリグをロードすることなく、前の画面に戻ります。
Discard Changes：このオプションは、前のリグの変更を保存することなく、新しいリグをロードします。
Save As A New Rig：このオプションでは、現在のリグを新しいリグとして保存することができます。表示されるキーボードを使
って名前を入力し、「保存」をタップします。リグが保存され、新しいリグがロードされます。
Save Changes To Rig：このオプションは、リグに加えた変更を保存してから、新しいリグをロードします。
リグを保存するには、右上の「Save」をタップします。
現在のリグに変更を保存するには、Save をタップしてください。
変更を新しいリグとして保存するには、Save New Rig をタップし、
表示されたキーボードを使用して名称を入力し、Save をタップしてく
ださい。
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保存せずに前の画面に戻るには、Cancel をタップしてください。
リグの名前を変更するには、右上隅のボタンをタップし、Edit Rig Name をタップしてください。
リグに加えた変更を破棄するには、右上隅のボタンをタップし、Discard Changes をタップしてください。
リグの削除
現在のリグを削除するには、右上隅のボタンをタップし、Delete Rig をタップしてください。その後 Yes か No で削除するかキ
ャンセルするかを選択してください。
セッティングの調整
リグ内のアイテムの設定を調整するには、そのアイテムをダブルタップしてセッティング画面を開きます。全てのモデル(Amp, Cab,
or Effect)、入力(In/Lock アイコン)、出力(Out アイコン)、ミックス(Mix アイコン)のセッティングを調整することができます。

概要
変更を保存してメイン画面に戻るには◁をタップし
てください。

画面上の選択可能な項目
を移動したり、パラメーター
を調整するには、エンコーダ
ーを回してください。エンタ
ーコマンドの入力にはエンコ
ーダーを押してください。

このボタンをタップして、Discard Changes をタップすると、この画面
を開いてから行った変更は破棄されます。

プリセットメニューをタップしてプリセットを選択
プリセットの保存をご参照ください。

パラメーターの Off/On ボタン
をタップすると、パラメーターの
設定が変更されます。

パラメーターの設定を調整する
には、左右にスライダをタップし
てドラッグします。 または、スラ
イダをタップし、エンコーダーを
使用して微調整を行います。

モデル名をタップすると
別のモデルをこのスロッ
トにアサイン可能です。

Delete をタップして、モ
デルをこのスロットから
削除します。

カラーをこのモデルにアサインするためにカラーをタッ
プしてください。そのカラーは、メイン画面、ハードウェ
ア・アサイン画面、このモデルのフットスイッチ・インジケ
ーターに表示されます

Cancel をタップして 変更を破棄し、メイン画面に戻ります。
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パラメーター
リグのアイテムの種類ごとに一部のパラメーターを調整することができます。アンプ、キャビネット、エフェクト、入力設定、出力設
定、ミックス設定（スプリットシグナルパスを使用している場合）も含まれます。パラメーターを調整した後にプリセットを保存する方
法については、「プリセットの保存」を参照してください。

アンプ
アンプは人気ギターアンプがリストアップされています。
Preset: 現在プリセットされているアンプです。モデル、設定、
色のアサインが含まれています。
Model: アンプのモデルが表示されています。
Amp 設定: 選択しているアンプモデルの設定です(モデルの
違いによって設定の数が違います)。
Color: アサインされた色は Hardware Assign 画面に表示され、
アンプがスイッチにアサインされている場合はスイッチ・イン
ジケータにも表示されます。

キャビネット
キャビネットは、スピーカーを搭載した人気のアンプキャビネット
がリストアップされています。HeadRush Gigboard は、キャビネッ
トの音だけでなく、それを録音しているマイクの種類も変更する
ことができます。
Preset: 現在プリセットされているキャビネットです。モデル、
設定、色のアサインが含まれています。
Cab Type: キャビネットのタイプを選択できます。__X__と表記
されている数字は、搭載されているスピーカーの数と各スピ
ーカーの大きさを表しています（例：2X12 は 12 インチのスピ
ーカーが 2 つ搭載されているキャビネット、4X10 は 10 インチ
のスピーカーが 4 つ搭載されているキャビネット）。また、__W
と表記されているものは、そのスピーカーのエミュレートされ
たワット数（出力）を表しています。
Mic Type: キャビネットで使用されているマイクの種類です。
ダイナミックマイク（Dyn）、コンデンサーマイク（Cond）、リボン
マイク（Ribbon）の異なるモデルを選択できます。
マイクの設定:
BREAK UP: オーディオ信号がスピーカーをオーバードライブする際に発生する自然な歪みの量を設定することができます。
On Axis: キャブに対するマイクの位置を設定することができます。Axis（On）は、マイクをスピーカーの中心に配置し、鮮明
で明るい音になります。Axis（Off）は、スピーカーの中心からやや斜めにずれた位置で、暗い音になります。
Out Gain: キャビネットの出力ゲインレベルです。
Color: アサインれた色は Hardware Assign 画面に表示され、スイッチにキャビネットがアサインされている場合は、スイッチ・イ
ンジケータにも表示されます。
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エフェクト
エフェクトにはいくつかの種類があります。エフェクトの種類によって調整可能な設定は異なります。.

In
In ではリグのモデルへ送られる信号を設定し、コントロールし
ます。
Preset: 現在の入力されているプリセットで、ディスプレイの
右端をタップすると設定を変えることができます。
Parameters: 入力された設定をロックするかロック解除する
かを決定します。
Unlocked にすると、新しいリグを読み込むたびに、新し
い入力設定に変わります。メイン画面のロックアイコン
はグレーになります。
Locked にすると、その設定はリグに関係なく、グローバ
ルな入力設定として保持されます。メイン画面のロック
アイコンは赤くなります。
リグ入力: リグの入力信号を、ギター入力（Guitar）から取るか、右（R）のリターン入力（FX Ret R）から取るかを設定します。こ
のメニューは、グローバル設定で「Rig Input」が「Per Rig」に設定されている場合のみ表示されます（詳細は「グローバル設定」
をご参照ください）。
入力レベルメーター: 表示されている入力コントロールの現在の入力信号レベルを示しています。
Input Gain: ギターからリグに送られる信号のゲインレベルを調整することができます。設定可能な範囲は-60.0～12.0dB です。
Gate Thrsh (スレッショルド):リグに送られる信号にノイズゲートを適用する際の信号レベルをコントロールすることができます。
設定可能な範囲は、-120.0～0.0dB です。スレッショルドは、入力レベルメーターに白い線で表示されます。
Gate Rel (リリース): ギターの信号が停止した後、ノイズゲートが適用されている時間をコントロールすることができます。設定
可能な範囲は 1～3000ms です。
USB IN VOL: コンピュータから USB 接続で送られるオーディオ信号レベルをコントロールします。設定可能な範囲は-60.0～
12.0dB です。
Noise Filt (フィルター): フィルターのスイープをコントロールし、シングルコイルピックアップを搭載したギターで時々発生する高
域のハミングを低減することができます。設定可能な範囲は、-120.0～-60.0 dB です。

Out
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Out では出力に送られる信号を設定し、コントロールします。
Preset: 現在の出力のプリセットで、ディスプレイの右端をタップ
すると設定を変更することができます。
Rig Output:出力信号の現在のレベルを示します。どの出力が
信号を送るかは、「Global Settings」画面で設定することができ
ます。これについては、「グローバル設定」をご参照ください。
Rig Volume: 出力から送られるオーディオ信号のレベルをコント
ロールすることができます。設定可能な範囲は、-60.0～36.0dB
です。.
Rig Width: 出力信号がどの程度ステレオフィールドを使用する
かを制御します。100%はステレオフィールドをフルに使い、0%は
モノラル信号になります。この設定はステレオ信号にのみ適用され、モノ信号には適用しません。ステレオとモノの信号をどの
ように扱うかについては、メインスクリーン > ステレオ/モノをご参照ください。

Mix
スプリットシグナルパスの設定をすることができます。これは、スプリッ
トシグナルパスを持つリグでのみ使用できます（詳細は、メインスク
リーン > シグナルパス をご参照ください）。
Preset: 現在の MIX のプリセットで、ディスプレイの右端をタップ
すると設定を変更することができます。
A Lev / B Lev (レベル): シグナルパスの上部（A）と下部（B）の
ボリュームレベルをコントロールします。設定範囲は-60.0dB〜
+12.0dB です。
A Pan / B Pan: シグナルパスの上部（A）と下部（B）の PAN（ステ
レオフィールド内での位置）をコントロールします。設定範囲は100%から+100%です。
A/B Delay: シグナルパスの上部（A）と下部（B）の間のタイミン
グ差をコントロールします。設定範囲は-30000μs から+30000μs です。この値がマイナス（-）の場合、A は遅延します。値が
プラス（+）の場合は、B が遅延します。

プリセットの保存
プリセットを保存するには、右上の「Save」をタップします。

変更した内容を現在のプリセットに保存するには、「Save」をタップし
ます。

変更した内容を新しいプリセットとして保存するには、「Save New
Preset」をタップし、表示されるキーボードで名前を入力してから
「Save」をタップします。

保存せずに前の画面に戻るには、「Cancel」をタップしてください。.
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ハードウェアアサイン
Hardware Assign 画面では、フットスイッチやエクスプレッションペダルが
どのように各リグをコントロールするかをカスタマイズできます。
Hardware Assign 画面は、メインスクリーン右上のボタンをタップし、
「Hardware Assign」をタップすると表示されます。
メイン画面に戻るには、左上のボタンをタップします。
重要: Hardware Assign の設定はすべてリグ全体の一部なので、残して
おきたい変更は忘れずに保存しておきましょう。

リグに関する色を設定するには、画面左上のリグをタップします。この色
はリグのリストを表示するときや、セットリストを表示・作成するときに、リグ名の横に表示されます。またリグモードのときは、対応
するフットスイッチのインジケーターの色にもなります。

リグのタイムベースのエフェクト（ディレイ、モジュレーションなど）のテンポを設定するには、「Tempo」の下にある「Current」または
「Fixed」をタップして選択します。
Current: 最後に使用した時のテンポ、または Tempo フットスイッチで設定したテンポがリグに適用されます。
テンポを設定するには、希望のテンポで Tempo フットスイッチを 3～8 回押すと、新しいテンポが BPM（Beat Per Minute）で
設定されます。
Fixed: 設定したテンポがリグに適用されます。
テンポを設定するには、エンコーダーを回して希望するテンポ BPM（Beat Per Minute）を決定します。この設定は、
Hardware Assign 画面でのみ可能です。

MIDI Prog をタップしリグの MIDI プログラムチェンジの番号を設定します。Global Settings 画面の Prog Change にて MIDI プログ
ラムチェンジメッセージを送受信するかどうかを選択します（詳細はグローバル設定 > MIDI 設定をご参照ください）。
MIDI プログラムチェンジの番号を設定するには、エンコーダーを回して選択します（0～127）。.
重要: リグで使用しているプログラムチェンジの番号は設定できなくなり、他のリグにアサインすることもできません。また、リグを
新しい名前で保存すると、このプログラムチェンジの番号を使わずに保存されます（リグが同じ番号を共有するのを防ぐため）。
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フットスイッチ
左下の 4 つのボックスは、4 つのフットスイッチを表しています。スイッチベースのパラメーター（2 つの状態しかないもの）をどのフ
ットスイッチにもアサインすることができます。シグナルチェーン内での位置は関係ありません。

フットスイッチにパラメーターをアサインするには：
1.

ボックスをタップします。  は空のボックスを示します。

2.

表示されたリストの中から、パラメーターをアサインしたいモデルを
タップします。

3.

表示されたリストの中から、アサインしたいパラメーターをタップしま
す。パラメーターは On（有効化／無効化）となります。
「Unassigned」をタップすると、そのフットスイッチのアサインが解
除されます。

2 つのアサインを入れ替えるには、片方をタップしてもう片方の上にドラッグしてから離します。

外部アンプ/EXT AMP
「external amp output」を利用して、スイッチをお使いの外部アンプのフ
ットスイッチ入力に信号を送るようアサインすることができます。この機
能を使って、クリーンチャンネルからダーティーチャンネルへの変更や、
アンプのリバーブのオン/オフなどを行うことができます。
リグへの切り替え時にこの機能を使用する場合には、ハードウェアのア
サインページで Ext Amp の下にあるボタンをタップし、Tip、Ring、Both
のいずれかを選択します。どの設定を使うべきかわからない場合には、
アンプのマニュアルでご確認いただくかメーカーに確認してください。
この機能は、フットスイッチの機能をアサインする際に表示される「Model
Selector」ページでも、フットスイッチにアサインすることができます。
この機能は、シーンエディター画面でパラメーターを調整することで、シーンにアサインすることもできます。
重要： 外部アンプ出力は、「short-to-sleeve」フットスイッチ入力を持つアンプにのみ接続してください。それ以外のタイプのフット
スイッチ入力にこの出力を接続すると、機器に損傷を与える可能性があります。ご使用のアンプに "short-to-sleeve "フットスイッ
チ入力があるかどうか不明な場合は、アンプのマニュアルでご確認いただくかメーカーに確認してください。
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シーン
シーン機能とは、リグごとに複数のモデルをオン・オフできる機能です。そのシーンにアサインされたフットスイッチを押すと、そこ
に含まれるすべてのモデルがアサイン方法に応じてオンまたはオフになります。これは、ひとつのリグで複数の音色を作りたいと
きに有効です。例えば、特定のリバーブ・モデルをオンにすると、特定のディストーション・モデルもオンに設定することができます。
また、あるディレイモデルをオンにしたときに、別のディレイモデルをオフにすることもできます。シーンを使えば、フットスイッチを 1
回押すだけで、このような操作が可能になります。
シーンの作成と編集
1.

「Hardware Assign」画面で、フットスイッチの 「Toggle/Scene 」をタップ
し「Scene」を選択します。

2.

そのモデルで「Edit」をタップします。シーンエディターが表示され、
リグ内のすべてのモデルが表示されます。

3.

リグ内の各モデルについて、On/Off/No Change をタップして変更
します。
• On: モデルはシーンを On にすると On になります。
• Off: モデルはシーンを On にすると Off になります。
• No Change: モデルはシーンを On にしても変わりません

4.

シーン起動時にプリセットを読み込ませたい場合は、プリセットをタ
ップして選択します。この機能によりシーンを使って個別にパラメー
ターを変更することができます。

5.

左上のボタンをタップして Hardware Assign 画面に戻ります。

シーンの名前（フットスイッチインジケーターに表示される）を変更するに
は、モデルの「Edit」の下にあるボックスのテキストをタップし、表示され
るバーチャルキーボードを使って名前を入力した後、テキストフィールド
以外の場所をタップします。
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エクスプレッションペダル
別売りのエクスプレッション・ペダルを接続することにより 2 つのパラメーター（クラシック・モード）または 2 つのパラメーター・セット
（アドバンス・モード）をコントロールすることができます。エクスプレッション・ペダルにトー・スイッチが付いている場合は、トー・スイ
ッチでエクスプレッション・ペダル A と B を切り替えることができます。
注: リグを保存すると、現在選択されているエクスプレッションペダルの状態（A または B）が保存され、再度リグをロードしたときに
呼び出されます。
並んでいる 4 つのボックスよりエクスプレッションペダルの設定をすることができます。エ
クスプレッションペダルには、1 つまたは複数の変動するパラメーターをアサインすること
ができます。
エクスプレッション・ペダルのモードを設定するには、右上の「Range」の上にあるボタンを
タップして、「Classic」または「Advanced」を選択します。
Classic: 各エクスプレッション・ペダル（A と B）に 1 つずつパラメーターをアサインする
ことができます。つま先スイッチを使用すると、もう一方のエクスプレッション・ペダルが
選択され、現在のエクスプレッション・ペダルのパラメーターは無効化（バイパス）されま
す。例えば、エクスプレッション・ペダル A にワウ・ペダルを、エクスプレッション・ペダル
B にボリューム・ペダルをアサインした場合、常にどちらか一方だけがアクティブになり
ます。ワウ・ペダルをコントロールしているときは、ボリューム・ペダルはバイパスされま
す。その逆も同様です。
Advanced: 各エクスプレッションペダル（A と B）には、最大 4 つのパラメーターをアサイ
ンすることができます。ペダルを動かすと、アサインされているすべてのパラメーターが
同時に調整されます。トー・スイッチを使用すると、もう一方のエクスプレッション・ペダ
ルが選択され、現在のペダルのパラメーターはアクティブの状態でで最大値のままにな
ります。
重要: クラシック・モードでは、エクスプレッション・ペダルにアサインされたパラメーターを
編集することはできません（ロック・アイコンが表示され、他の画面ではグレーアウトして
表示されます）。アドバンスド・モードでは、エクスプレッション・ペダルにアサインされたパ
ラメーターを編集することができます（他の画面ではペダル・アイコンが表示されます）。

エクスプレッションペダルにパラメーターをアサインするには
1.

アサインボタンが On になっていない場合にはタップします。

2.

アサインボタンの下のボックスをタップします。は空のボックスを示して
います。

3.

表示されたリストの中から、アサインしたいモデルをタップします。.

4.

リストからアサインしたいパラメーターをタップします。
アサインを外したい場合には「Unassigned 」をタップします。

2 つのアサインを入れ替えるには（アドバンスモード中）、片方をタップしてもう片方の上にドラッグしてから離します。

アサインされたパラメーターの範囲を設定するには
1.

「Range」ボタンが On になっていない場合にはタップをします。

2.

「Range」ボタンの下にある値をタップします。

3.

エンコーダーを回して、希望する値をパーセンテージで設定します。エンコーダーを押すか、他の場所を
タップして値を確定します。
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セットリスト
セットリストは保存されたリグを集めたリストのことで、これを保存することによって後から呼び出すことができます。例えば、ある演
奏に必要なリグを集めたセットリストを保存しておけば、演奏する前にリグを探す手間を省くことができます。
セットリストを表示するには、メイン画面の左上にある ≡ ボタンをタップします。
メイン画面に戻るには、左上の ボタンをタップします。
セットリストの作成
1.

右上の New をタップします。

2.

表示された画面の左側が使用可能なリグのリスト、右側がセットリスト内のリ
グのリストになっています。
リグをセットリストに追加するには、リグをタップしてリストの最後に追加します。
または、リグをタップしたままホールドし、リスト内の希望の位置にドラッグし
ます。同じリグをセットリストに複数回追加することもできます。セットリストの
左下にある[Empty ]は、セットリストの並べ替えを容易にするための場所を
おさえるスロットになります。
セットリストを並べ替えるには、右半分のリスト内のリグをタップ＆ホールドし、
リスト内の希望の位置にドラッグします。
リグをセットリストから削除するには、リグの右端にある  をタップします。

セットリストを保存するには、右上にある Save をタップします。
変更した内容を保存するには、Save をタップします。
変更した内容を新しいセットリストとして保存するには、Save New Setlist をタ
ップし、表示されるキーボードで名前を入力してから Save をタップします。
保存せずに前の画面に戻るには、Cancel をタップします。
セットリストの変更した内容を破棄するには、左上のボタンをタップし、Discard
Changes をタップします。
セットリストの読み込み
1.

メイン画面を表示中に、左上の ≡ ボタンをタップすると、セットリスト画面が表
示されます。各セットリストにはリグの数が表示されます（同じリグが複数ある
場合も含む）。

2.

追記: 左上の虫眼鏡アイコンをタップし、表示されるバーチャルキーボードを
使って、検索ワード（セットリスト名の一部など）を入力します。検索結果が下
に表示されます。

3.

読み込みたいセットリストをタップします。するとセットリストの最初のリグがす
ぐに読み込まれます。All Rigs をタップすると、特定のセットリストではなく、す
べてのリグが表示されます。

セットリストを編集するには、セットリストの左側にあるボタンをタップして、鉛
筆のアイコンをタップします。すると、セットリストを作成したときと同じ画面が表示
され、編集や保存が可能になります。
セットリストを削除するには、セットリストの左側にあるボタンをタップして、ゴミ
箱のアイコンをタップします。Yes をタップして削除をするか、Cancel をタップして
削除せずに「セットリスト」画面に戻ります。
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ハンズフリーモード
ハンズフリーモードでは、フットスイッチや別売のエクスプレッションペダ
ルを使って、モデルの設定を自由に変更することができます。(別売り)

ハンズフリーモードに入るには、フットスイッチ 2 を 1 秒以上長押ししま
す。画面に 1 つのパラメーターとその現在の選択値が表示されます。
値を変更するには、フットスイッチ 1（down）またはフットスイッチ 2（up）を
押します。また、外部のエクスプレッションペダルを動かすことでも変更
できます。

次のパラメーターにアクセスするには、フットスイッチ 3 を押します。
リグの次のブロックにアクセスするには、フットスイッチ 4 を押します。
ハンズフリーモードを終了するには、フットスイッチ 4 を長押しします。

チューナー / テンポ
チューナー / テンポでは、ギターのチューニングや、タイムベースのエ
フェクトのテンポを設定することができます。
チューナー/テンポモードに入るには、フットスイッチ 4 を 1 秒以上長押
しします。チューナー/テンポモードに入っている間は、右のような画面
になります。
チューナーの基準ピッチを変更するには、パラメーターをタップしてから
エンコーダーを回します。
チューニング中に音の信号をアンミュートするには、フットスイッチ 1 を
押します。.
フットスイッチをタップしてテンポを入力するには、目的のテンポでフットスイッチ 3 を 3～8 回押して、BPM（Beat Per Minute）を設
定します。
チューナー/テンポモードを終了するには、フットスイッチ 4 を押します。
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ルーパー
HeadRush Gigboard には、演奏を重ねるための機能ルーパーが内蔵されています。ルーパーの動作はディスプレイに表示されま
すが、フットスイッチで簡単にコントロールすることもできます。
ルーパーは、最大 50 レイヤー、最大 20分のオーディオを同時に扱うことができます。
リグネーム

ループファイル名
ここをタップすると、ループ
の保存、読み込み、名前の
変更、削除ができます

このメーターは、録
音・再生時にループ
内の現在位置を示す
ものです。

ルーパーの信号がどのくら
い出力されるかをコントロ
ールします。

現在のループで再生
されているレイヤー
が、オリジナルを含め
ていくつあるかを示し
ます。
現在のループの速度
を、オリジナルの倍数
または分数で表した
ものです。

別のレイヤーを録音する際
に、ルーパーの信号をどれ
だけ戻すかをコントロール
するものです。

現在のループの長さを表し
ます。

再生方向を示します。

ルーパーがシグナルチェーンの前（Pre）に
あるか、後（Post）にあるかを示します。ル
ーパーを Pre の位置に移動させると、同じ
リフを何度も演奏することなくリグを編集す
ることができます。

ループの最初のレイヤーを録音するには、Record フットスイッチを押します。すぐに録音が開始され、フットスイッチのインジケー
ターが赤く点灯します。録音フットスイッチをもう一度押すと、録音が停止し、ループの再生が始まります。このフットスイッチは
Over Dub スイッチとなり、フットスイッチ・インジケーターは黄色になります。

ループの上にさらにレイヤーを重ねて録音する（Over Dub）には、Over Dub スイッチを押します。すぐにオーバーダビングが開始
され、フットスイッチのインジケーターが赤く点灯します。Over Dub フットスイッチをもう一度押すと、オーバーダビングが停止し、再
生を続けることができます。

ループの一番上のレイヤー（最後に追加されたレイヤー）を消去するには、Peel フットスイッチを押します。ループの一番上のレイ
ヤーがすぐに消去されます。この作業を行うと、後で消去したループを再追加することはできません。

全ループを消去するには、フットスイッチの Clear を長押しします。この作業を行うと、後で消去したループを再追加することはでき
ません。

ループの長さを半分にしたり 2 倍にしたりするには、Length の横にある欄をタップしてから、エンコーダーを回します。半分にする
処理は完全に消去したわけではないため、ループの長さを 2 倍にすることで、元のループとその内容を復元することができます。

ルーパーの速度を半分または 2 倍にするには、Speed の横にある欄をタップしてから、エンコーダーを回します。
注: 普段は弾けないような低音のベースラインや超高音のギターパートを作りたいときに使います。
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ループを逆再生するには、Playback の横にある欄をタップしてから、エンコーダーを回します。
注: レイヤーをして逆再生録音し、通常の再生に切り替えることで、特殊な効果を生み出すことができます。

ループの位置を設定するには、Position の横にある欄をタップし、エンコーダーを回して、シグナルチェーンの前（Pre）または後
（Post）に配置します。ルーパーを Pre の位置に移動させると、同じリフを何度も演奏することなく、リグの編集が可能になります。

新しいループを作るには、右上のボタンをタップし、New Loop をタップします。Yes をタップすると新しいループが作成され、No
をタップすると新しいループは作成されずにルーパー画面に戻ります。

ループを保存するには、右上のボタンをタップして、Save Loop をタップします。Yes をタップすると保存が確定し、Cancel をタ
ップすると保存せずにルーパー画面に戻ります。

ループを読み込むには、右上のボタンをタップして、Load Loop をタップします。表示されたファイルブラウザー内でロードする
ループを選択し、Import をタップしてロードをするか、Cancel をタップしてループを削除せずに Looper 画面に戻ります。
注: USB 転送を使用して WAV や MP3 のオーディオファイルを取り込み、/LOOPS/にファイルを置くことでルーパーにロードする
ことができます。

ループ名を編集するには、右上のボタンをタップして、Edit Loop Name をタップします。キーボードを使って新しい名前を入力
し、OK をタップして新しい名前を確定するか、Cancel をタップしてループの名前を変更せずに Looper 画面に戻ります。

ループを削除するには、右上のボタンをタップして、Delete Loop をタップします。Yes をタップすると削除が確定し、No をタップ
すると削除せずに Looper 画面に戻ります。

ルーパーを終了してメイン画面に戻るには、Exit フットスイッチを押します。ルーパーが再生中の場合、再生は継続されます。
Looper フットスイッチを 1 秒間長押しすると、ルーパーを再度開かずにルーパーの再生を停止することができます。

再びルーパーに戻るには、Looper フットスイッチをもう一度押します。
注: この機能を使えば、レイヤーごとに異なるエフェクトの設定（パラメーターの調整、モデルの起動／停止など）が可能になり、多
彩なパフォーマンスを実現できます。また、ルーパー使用中にリグを切り替え、レイヤーごとに異なるリグを使用することも可能で
す。
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外部 MIDI コントロール
HeadRush Gigboard は、外部 MIDI 機器からの MIDI CC（コントロール・チェンジ）メッセージを受信してコントロールすることができ
ます MIDI メッセージは、5 ピンの MIDI 入力に接続されたハードウェアから受信することができます。
下の表は、外部の MIDI ハードウェアでコントロール可能なパラメーターの一覧です。

CC#

Action

CC#

Action

50

Footswitch 1

73

Looper Mute

51

Footswitch 2

74

Looper Reverse

52

Footswitch 3

75

Block 1 Toggle On/Off

53

Footswitch 4

76

Block 2 Toggle On/Off

64

Tap Tempo

77

Block 3 Toggle On/Off

65

Looper: 1/2 Speed

78

Block 4 Toggle On/Off

66

Looper: 2X Speed

79

Block 5 Toggle On/Off

67

Looper: 1/2 Loop

80

Block 6 Toggle On/Off

68

Looper: 2X Loop

81

Block 7 Toggle On/Off

69

Looper Start/Stop

82

Block 8 Toggle On/Off

70

Looper Record

83

Block 9 Toggle On/Off

71

Looper Insert

84

Block 10 Toggle On/Off

72

Looper Peel

85

Block 11 Toggle On/Off
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グローバル設定
グローバル設定では、HeadRush Gigboard の全体的な設定をすることがで
きます。
グローバル設定を表示するには、画面右上のボタンをタップし、
「Global Settings」をタップします。
グローバル設定のページを選択するには、画面下端の数字１または２
をタップします。

LCD Brightness: ディスプレイの明るさを決定します。この欄をタップし、エンコーダーを回して 1（暗い）から 5（明るい）を選択しま
す。

オーディオ設定:
Main Out Level: メイン出力（1/4"/6.35 mm, TRS）に送られる信号レベルを設定します。Line に設定すると、出力レベルは+18
dBu になります。HeadRush Gigboard をフルレンジ・フラットレスポンスのアンプ、PA スピーカー、ミキサー、オーディオインタ
ーフェイスに接続する場合は、この設定を使用してください。Amp に設定すると、出力レベルは+6 dBu になります。
HeadRush Gigboard を従来のギターアンプに接続する場合は、この設定を使用してください。
FX Return Level: FX リターン入力（1/4"/6.35 mm, TRS）で受信する信号レベルを設定します。Rack に設定すると、出力レベ
ルはラインレベル（+18 dBu）になります。HeadRush Gigboard の FX-Loop にラック・エフェクト・プロセッサーを接続する場合
は、この設定を使用します。Stomp に設定すると、出力レベルは+6 dBu になります。FX-Loop に伝統的なギターペダル
「stompbox」を接続する場合は、この設定を使用します。

USB オーディオ設定:
重要（Windows ユーザー）: Headrush Gigboard をコンピューターに接続する前に、ドライバーを headrushfx.com/support からダウ
ンロードしインストールを行ってください。
Sample Rate: USB オーディオ信号のサンプルレートを 44.1kHz、48.0kHz、96.0kHz のいずれかに設定してください。設定は
DAW を開く前に行い、DAW のサンプルレートと同じものを選択してください。
USB Audio: HeadRush Gigboard が USB 接続で USB オーディオ信号を送信するかどうかを設定します。On をタップすると、
選択したサンプルレートでの USB オーディオ信号の送信が有効になります。Off をタップすると、USB オーディオ信号が無
効になります。サンプルレートを変更するには、まず USB Audio を Off にして、正しいサンプルレートを選択し、再度 USB
Audio を On にして、DAW を再起動してください。
USB Mode: USB 接続でどのようにオーディオ信号を送信し、その際に出力がどのように機能するかを設定します。
•

Live: オーディオ信号は、コンピューターと HeadRush Gigboard の出力に送られます。

•

DAW: オーディオ信号は、コンピューターのみに送られます。HeadRush Gigboard の出力はモニター中のレイテンシ
ーを防ぐために無効になります。

•

Reamp: コンピューターはオーディオ信号を HeadRush Gigboard に送り、それを現在のリグで処理し、コンピューター
に 送 り 返 し ま す 。 HeadRush Gigboard の 出 力 は モ ニ タ ー 中 の レ イ テ ン シ ー を 防 ぐ た め に 無 効 に な り ま す 。
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アサイメント:
Auto Assign: モデルをどのようにスイッチにアサインするかを設定します。モデルをロードする際に、自動的に次の利用可能な
スイッチにアサインしたい場合は、オンをタップします。モデルをスイッチにアサインせずにロードし、ハードウェアアサイン画
面で手動でアサインしたい場合には、オフをタップします。

エクスプレッション・ペダル / 外部アンプ:
Toe Switch: ラッチング・トウ・スイッチを使用している場合は Latch に、モーメンタリー・トウ・スイッチを使用している場合は
Momnt に変更してください。
Pedal Polarity: エクスプレッション・ペダルの動きが間違った方向に設定されているような場合、このパラメーターを変更して
ペダルの極性を反転させることができます。Norm（ノーマル）と Inv（インバート）の 2 種類から選択します。
Ext Amp Polarity: 外部アンプに意図したものと逆のメッセージが送られているような場合は、このパラメーターを変更して、外
部アンプフットスイッチ出力に送られるメッセージを反転させます。

MIDI 設定: 外部デバイスとの間で MIDI 情報をどのように送受信するかを設定します。これらの設定は、HeadRush Gigboard の
MIDI 入力または MIDI 出力にのみ影響します。
MIDI Thru: HeadRush Gigboard の MIDI 入力に送られた MIDI 情報は、そのまま MIDI 出力に送られます。Off をタップすると、
HeadRush Gigboard は MIDI 情報を通常通り MIDI 出力から送信することができます。
Recv MIDI Clock: On をタップすると、HeadRush Gigboard が MIDI クロック情報を受信できるようになります。Off をタップする
と、HeadRush Gigboard の内部 MIDI クロックが適用されます（このクロックは送信されません）。
Prog Change: Send をタップすると、リグをロードしたときに HeadRush Gigboard が MIDI プログラムチェンジメッセージを送信する
ことを有効または無効にします。Recv をタップして、HeadRush Gigboard が外部 MIDI 機器から MIDI プログラムチェンジメッセ
ージを受信することを有効または無効にします。
MIDI Channel: HeadRush Gigboard が MIDI メッセージを送受信するための MIDI チャンネルを決定します。このフィールドをタ
ップし、エンコーダーを回して全チャンネル（Omni）、または 1〜16 を選択し、エンコーダーを押します。

注意事項:
Confirm Unsaved: この設定では、現在のリグに未保存の変更があ
る状態でリグを変更した場合に、確認メッセージを表示するかどう
かを設定します。On をタップするとメッセージが表示され、Off を
タップすると表示されません。
または、メッセージ自体の中で「Do not show this dialog again」を
タップして、確認メッセージを表示しないようにすることもできます。
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グローバル EQ:
2 ページ目の設定では、出力にイコライザーを適用するかどうかを設定
します。このイコライザーは、4 バンドのパラメトリックイコライザーです。
注: 会場やリハーサルスペースなどが、プリセットを作成した部屋とは異
なる音響特性を持っている場合に特に有効です（例えば、会場では低音
域が強調された音がしたり、リハーサルスペースでは防音材を使用して
高音域がでなかったりする場合があります）。このページでは、プリセット
を永久保存することなく、すべてのプリセットにすばやく追加のイコライジ
ングを施すことができます。
EQ On: 出力のイコライゼーションを有効（オン）にするか、無効（オ
フ）にするかを決定します。
Level: 出力のオーディオ信号レベルをどの程度ブーストまたはカッ
トするかを決定します。この値は、Master ノブで設定されたレベル
に適用されます。
Low Band & High Band: Shelf または Cut で最も低い周波数の帯
域（Low Band）と最も高い周波数の帯域（High Band）にどのような
イコライジングを施すかを設定します。
Low, Low Mid, High & High Mid: この 4 つの周波数帯ごとに 3 つの
設定を行うことで、イコライジングの形状が決まります。
1 つ目の設定値（Hz）は、低周波帯域、低中周波帯域、高周波
帯域、または高中周波帯域の中心周波数を決定します。
2 つ目の設定値（dB）は、イコライザーが対応する周波数帯の
信号をどれだけブーストまたはカットするかを決定します。
3 つ目の設定（Q）は、周波数帯域の幅を決定します。設定値
が大きいほど、中心周波数（１つ目の設定値）を中心に帯域が
広くなります。この設定は、Low Band または High Band が
Shelf または Cut に設定されている場合に適用されます。.

Alt Rig Footswitch View:
4 Rigs / No Hold：この設定を On に変更すると、Rig Mode から Alternate Rig Mode に切り替わります。詳しくは、フットスイッ
チモード > リグモードをご覧ください。
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Color Mod:
ディスプレイ上で特定の色を識別するのが難しい場合や、配色をさらに
カスタマイズしたい場合は、Color Mod パラメーターを使用して、デフォ
ルトの設定を調整することができます。
色の調整は難しいと思われるかもしれませんが実際に設定を変えてみ
ると良いでしょう。調整した内容がリアルタイムで表示されます。
デフォルトの配色に戻したい場合、初期設定は以下の通りです。
•

Depth: 0%

•

Color: 36 DEG

•

Spread: 180 DEG

注: スクリーンロック機能が有効な場合、Color Mod 機能は無効になりま
す。
Looper Remaining Time:
このメーターは内部録音が可能な残り時間を表示しています。内部容量が不足している場合は、USB 転送モードを使ってループ
をコンピューターにバックアップした後、HeadRush Gigboard からループを削除することで、より多くの容量を確保することができま
す。
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USB
USB 接続は、ファイル転送＆設定（リグ、セットリスト、プリセットなど）、録音（デジタル・オーディオ・ワークステーション[DAW]）、リ
アンプなどに利用できます。
ファイル転送＆設定
USB 接続により、リグ、セットリスト、モデル・プリセット、ループ、インパ
ル ス・ レ スポ ンス（ IR） など の フ ァ イ ル を コ ン ピュ ー タ ー と HeadRush
Gigboard 間で転送することができます。
変更を加える前に、コンピューターにファイルのバックアップコピーを作
成することをお勧めします。
重要:
処理中に HeadRush Gigboard の接続を外したり、電源を切ったりしないで
ください。
サポートされていないファイルは無視されます。
フォルダや.zip/archive フォルダを転送することはできません。サポートさ
れているファイルを直接転送してください。
コンピューター上でも HeadRush Gigboard の 「ドライブ」に表示されてい
るファイル構造と同じになるように、リグ、セットリスト、モデル・プリセット、
インパルス・レスポンスを整理することをお勧めします。

HeadRush Gigboard とパソコンの間でファイルを転送するには
1.

コンピューターを標準の USB ケーブルで HeadRush Gigboard の
USB ポートに接続します。.

2.

コンピューターの電源が入っている状態で、HeadRush Gigboard の
電源スイッチを入れます。

3.

画面右上のボタンをタップし、Global Settings をタップします。

4.

グローバル設定画面で、画面右上のボタンをタップし、USB
Transfer をタップします。コンピューター上では、HeadRush というマ
スストレージデバイスとして表示されます。
Windows ユーザー: コンピューターへの接続が初めての場合は、ク
ラス・コンプライアント・ドライバーをインストールする間、1 分ほど待つ必要があります。

5.

HeadRush のドライブを開きます。これで、HeadRush とコンピューターの間で、コンテンツを自由にクリックしたり、ドラッグした
りできるようになります。なお、HeadRush のコンテンツに加えた変更はすぐに反映され、取り消すことはできません。
注: このステップでは、スクリーンロック機能で使用する画像を追加することができます。詳しくは、スクリーンロックをご覧くだ
さい。

6.

重要: コンテンツの転送が終了したら、コンピューターから Headrush ドライブのアンマウント/イジェクトを必ず行ってください。

7.

ドライブが取り出された後、Sync をタップして、HeadRush ドライブの内容に加えた変更の「コミット」を行います。するとドライ
ブの取り出しを確認するメッセージが表示されます。続行する場合は「Proceed」を、コンピューター上のファイルへのアクセス
を続ける場合は「Cancel」をタップします。
HeadRush Gigboard がファイルを分析してインポートを開始すると、ディスプレイ上のメーターがその進行状況を示します。プ
ロセスが終了すると、通常のグローバル設定画面が表示されます。同期処理中は、接続を外したり、電源を切ったりしないで
ください。

32

録音
HeadRush Gigboard の USB ポートがコンピューターに接続されている場合、24 ビットのオーディオインターフェイスとして選択して
使用することができ、オーディオを再生したり、オーディオ信号をコンピューターに送ったりすることができます。使用できるサンプ
ルレートは 44.1kHz、48kHz、96kHz です。
重要（Windows ユーザー）: コンピューターに接続する前に、ドライバーを headrushfx.com/support からダウンロードしインストー
ルを行ってください。
HeadRush Gigboard をコンピューターのオーディオインターフェイスとして使用するには、コンピューターのコントロールパネル
（Windows）またはシステム環境設定（Mac OS）を開き、サウンド／オーディオ設定を開いて、録音／入力用デバイスまたは再生／
出力用デバイスとして HeadRush Gigboard を選択します。
HeadRush Gigboard は、4 つの独立したオーディオ信号チャンネルをコンピューターに送ることができます。オーディオ信号をデジ
タル・オーディオ・ワークステーション（DAW）に録音する前に、録音したいチャンネルを選択します。
1: すべてのアクティブなエフェクトが適用されたマスター出力の左チャンネル
2: すべてのアクティブなエフェクトが適用されたマスター出力の右チャンネル
3: エフェクトをかけていないギター入力のモノラルチャンネル
4: 同一のオーディオ信号を 3 に入力
HeadRush Gigboard は、コンピューターから 4 つの独立したオーディオ信号チャンネルを受信することができます。それぞれのチャ
ンネルは以下のようにルーティングされます。
1: コンピューターのオーディオ出力信号の左チャンネルは HeadRush Gigboard のマスター出力と PHONE 出力から直接送信
されます。
2: コンピューターのオーディオ出力信号の右チャンネルは HeadRush Gigboard のマスター出力と PHONE 出力から直接送信
されます。
3: コンピューターのオーディオ信号の MONO チャンネルで、HeadRush Gigboard を経由して送り返されます（下記のリアンプを
参照）。
4: ここでは使用しません。
重要: DAW のマスター出力が 1/2 に送られるように設定してください。
リアンプ
リアンプとは、録音済みのオーディオ信号にアンプの音色を加える作業のことで、ここでは DAW から HeadRush Gigboard にオー
ディオを送り、それを DAW に録音することを指します。すでに録音されているギター・トラックのサウンドを変更できるので、同じパ
ートを手動で演奏し直す必要がなく、時間の節約に役立ちます。
HeadRush Gigboard を使ってオーディオ信号をリアンプする。
1.

DAW で、HeadRush Gigboard が録音/入力、再生/出力の両方のオーディオインターフェースとして選択されていることを確認
します。

2.

目的のトラックの出力を 3 にアサインする。

3.

HeadRush Gigboard で、画面右上のボタンをタップし、「Global Settings」をタップします。

4.

Global Settings 画面で、「USB Mode」の隣にある「Reamp」をタップします。
また、サンプルレートが DAW のものと同じサンプルレートに設定されていることを確認してください。サンプルレートを変更する
には、まず USB オーディオをオフにして、正しいサンプルレートを選択し、再度 USB オーディオをオンにして、DAW を再起動し
てください。.

5.

再び DAW で、新しいオーディオトラックを作成し、入力をアサインします。ステレオの入力信号の場合は、1/2 を選択します。
モノラル入力の場合は、1 を選択します。

6.

トラックの中で、リアンプを開始したいポイントを探します。

7.

HeadRush Gigboard で、リグやモデルなどのパラメータを選択して、サウンドを作成します。

8.

DAW で、オーディオ録音を開始します。リアンプしたいトラックは、HeadRush Gigboard を経由して、先ほど作成したオーディオト
ラックに録音されます。
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スクリーンロック
スクリーンロック機能は、タッチスクリーン機能を無効にして、現在のリグ名、セットリスト名、カスタマイズされた画像を表示するこ
とができます。

スクリーンロック画像をカスタマイズするには
1.

コンピューターに HeadRush Gigboard を、標準的な USB ケーブルで接続します。.

2.

コンピューターの電源が入っている状態で、HeadRush Gigboard の電源を入れます。.

3.

画面右上のボタンをタップし、「Global Settings」をタップします。

4.

グローバル設定画面で、画面右上のボタンをタップし、「USB Transfer」をタップします。コンピューター上では、HeadRush と
いうマスストレージデバイスとして表示されます。
Windows ユーザー: コンピューターへの接続が初めての場合は、クラス・コンプライアント・ドライバーをインストールする間、1
分ほど待つ必要があります。

5.

HeadRush ドライブを開きます。

6.

LockScreenLogo という名前の.png, .bmp, .jpg, .jpeg ファイルを HeadRush ドライブのフォルダに置きます。800x400 ピクセルの
画像を使用することをお勧めします（転送後、自動的にこのサイズに拡大されます）。なお、HeadRush の内容を変更した場合、
その変更はすぐに反映され、取り消すことはできません。
注: この作業では、コンピューターと HeadRush Gigboard の間でリグ、セットリスト、モデルプリセット、インパルスレスポンス（IR）
のファイルを転送します。詳しくは、USB > ファイル転送＆設定をご覧ください。

7.

重要: コンテンツの転送が終了したら、HeadRush ドライブをコン
ピューターからアンマウント／イジェクトする必要があります。ド
ライブを正しく取り出していないと、ファイルが破損する可能性
があります。

8.

ドライブが取り出された後、Sync をタップして、HeadRush ドライ
ブの内容に加えた変更を「コミット」します。ドライブを取り出した
ことを確認するメッセージが表示されます。続行する場合は
「Proceed」を、コンピューター上のファイルへのアクセスを続け
る場合は「Cancel」をタップします。.
HeadRush Gigboard がファイルを分析してインポートすると、ディ
スプレイ上のメーターがその進行状況を示します。プロセスが終
了すると、通常のグローバル設定画面が再び表示されます。同
期処理中に接続を外したり、電源を切ったりしないでください。
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付属
技術仕様
Footswitches

(4) footswitches with color LEDs

Knobs

(1) 300° master volume knob
(1) 360° navigation/data encoder

Display

(1) full-color LED-backlit display with touch interface
6.9” / 176 mm (diagonal)
5.9” x 3.7” / 150 x 93 mm (width x height)

Connectors

(1) 1/4” (6.35 mm) TS input (guitar)
(1) 1/4” (6.35 mm) TRS input (expression pedal)
(1) 1/4” (6.35 mm) TS input (expression pedal toe switch)
(1) 1/8” (3.5 mm) stereo input (auxiliary device)
(1) 1/4” (6.35 mm) TRS output (external amp switch)
(1) 1/4” (6.35 mm) TRS input (send)
(1) 1/4” (6.35 mm) TRS output (return)
(1) 5-pin MIDI input
(1) 5-pin MIDI output/thru
(1) USB Type-B port
(1) IEC power input

電源

Connection

DC power adapter input

Input Voltage

19 VDC, 3.42 A, center-positive

サイズ (W x D x H)

32.92 x 22.56 x 6.71 cm

重量

3.24 kg

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商標およびライセンス
HeadRush は inMusic Brands, Inc.の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。
Avid および Eleven は、米国およびその他の国々において、Avid Technology, Inc.の商標または登録商標です。
Windows は、米国およびその他の国々において、Microsoft Corporation の商標または登録商標です。.
macOS は、米国およびその他の国々において、Apple Inc.の商標または登録商標です。
その他すべての製品名、会社名、商標およびトレードネームはそれぞれの所有者に帰属します。
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