
注意：SUPEREGO＋にはElectro-Harmonix 9.6DC-200mAアダプターが付属します。
SUPEREGO＋の消費電流は9VDCセンターマイナス/140mAです。間違ったアダプターを
使用すると故障の原因となり、保証対象外となりますのでご注意ください。
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Electro-Harmonix Superego＋ シンセエンジン/マルチエフェクトをお買い上げ頂きありがと
うございます。Superego＋は、オリジナルのSuperegoと同じようにシンセエフェクトやサウンド
レイヤー、流れるようなグリッサンド、無限のサステインを作り出すことができるペダルです。

Superego＋には、ピッキング・ダイナミクスに反応するThresholdコントロール、セパレートさ
れたAttackコントロールとDecayコントロール、エクスプレッション・ペダル インプット、そして
外部フットスイッチによるリモートコントロールといった新しい機能が追加されています。さらに
素晴らしい拡張機能として、別世界のサウンドスケープを探求できるような11種類のユニーク
なエフェクトを搭載しました。エフェクトループを使用してさらにエフェクトを追加すれば、より
クレイジーなサウンドを作り出せます。また、一般的なマルチエフェクト・デバイスと同じように、
ビルトイン・エフェクトを単独で使用することも可能です。
ステージやスタジオに関わらず、少しでも新しいことや今までとは異なるサウンドを探している
のなら、Superego＋を使ってユニークでスペシャルなサウンドを作り上げてください。
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モードについて
Superego＋を理解するには、まずMODEスイッチで選択が可能な5つの主要な機能について
学んでいきましょう。
MODEスイッチを押す度に、以下のモードが順番に切り替わります。

MOMENT
MOMENTモードに設定した場合、BYPASSフットスイッチを踏んでいる間入力された信号に
対してフリーズエフェクトが有効になり、フットスイッチを踏み込んだ状態でホールドすることで
フリーズエフェクトが継続します。BYPASSスイッチを離すとフリーズエフェクトが掛かってい
た信号はフェードアウトします。ドライシグナル(原音)をミックスすることで、フリーズサウンドに
重ねて演奏することが可能です。BYPASSスイッチを離し、もう一度踏んでホールドすることで
新しいコードや音のフリーズエフェクトを作り出せます。

SUSTAIN (MOMENT＋ AUTO)
SUSTAINモードでは、Superego＋はピアノのサステイン・ペダルと同じように動作します。音
を入力すると自動的にフリーズエフェクトが掛かり、BYPASSフットスイッチを踏んでいる間だ
けフリーズエフェクトが継続します。THRESHOLDノブでフリーズエフェクトが動作する入力信
号に対する感度を設定します。BYPASSスイッチを離すとフリーズ・サウンドはフェードアウト
し、エフェクトは無効になります。

AUTO
AUTOモードは、ペダルがONの状態で演奏すると自動的にフリーズエフェクトが掛かります。
BYPASSスイッチを1回押して離すとAUTOモードがONになります。BYPASSスイッチを2度押
しするとエフェクトOFFに切り替わります。フリーズ・サウンドが出力している間にBYPASSスイッ
チを長押しすると新たな信号の入力を一時的に受け入れなくなります。BYPASSスイッチを離すと
AUTOモードに戻り、新しく入力した信号のフリーズエフェクトが出力されます。THRESHOLDノ
ブを使用して、フリーズエフェクトが動作する入力感度を設定します。

LATCH
LATCHモードでは、BYPASSスイッチを押すとフリーズエフェクトがONになり、BYPASSスイ
ッチを離した後もフリーズサウンドは継続されます。新しいフリーズエフェクトを作るには
BYPASSスイッチをもう一度押します。スイッチを素早く2回押すとエフェクトOFFに切り替わ
り、フリーズサウンドはフェードアウトします。

LIVE EFFECTS (MOMENT + AUTO+ LATCH)
LIVE EFFECTSモードは、ドライシグナル(原音)がSuperego＋のビルトイン・エフェクトを経
由し、内部シンセエンジンは無効になります。このモードではフリーズサウンド及びシンセサウン
ドは使用できません。LIVE EFFECTSモードではEFFECTスイッチもしくはBYPASSスイッチ
でエフェクトのON/OFFを切り替えます。エフェクトシグナルは、Superego＋の内部エフェクト
を経由した後に外部エフェクトループへと送り出されます。
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スターターセッティング 

注意：フィルタースイープをコントロール
するにはエクスプレッション・ペダルを使
用してください。
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コントロール
DRY ノブ
ドライシグナル(原音)のレベルをコントロールします。DRYノブを時計回りに回すと、ドライシグ
ナルは最大+3dBまで増加します。

EFFECT ノブ
エフェクトシグナル(ウェット音)のボリュームをコントロールします。反時計回りいっぱいに回す
とエフェクトシグナルは完全に0になり、時計回りいっぱいに回すとエフェクトシグナルは最大に
なります。信号経路上ではEFFECTノブはSENDジャックの前で動作します。

ATTACK ノブ
フリーズエフェクトのフェードイン・スピードをコントロールします。反時計回りいっぱいに設定
すると、フリーズエフェクトはすぐにスタートします。ノブを時計回りに回すにしたがってフェー
ドインはよりゆっくりになっていきます。ATTACKノブの設定次第ではスウェル/パッド・エフェ
クトを作り出せます。

DECAY ノブ
フリーズエフェクトのフェードアウト・スピードをコントロールします。反時計回りいっぱいに設
定した場合、フリーズエフェクトのフェードアウトは速くなります。ノブを時計回りに回していく
にしたがってフェードアウトはより遅くなっていきます。時計回りに回しきった状態では、新しい
フリーズエフェクトが入力されるまでフリーズサウンドが再生され続けます。DECAYノブの設
定が高い状態でSuperego＋をバイパスすると、エフェクトシグナルがフェードアウトしたときに
バイパスLEDが点滅します。バイパス時のフェードアウト・タイムはDECAYの設定によって決
定され、最大のフェードアウト・タイムは2秒です。バイパス時のフェードアウトが完了すると
Superego＋はバイパスされLEDが消灯します。

THRESHOLD ノブ
Superego＋のインプットシグナルに対する感度をコントロールします。THRESHOLDを反時
計回りに回しきった状態で最も感度が低い状態となり、フリーズエフェクトをトリガーするには
非常に強い入力レベルが必要になります。ノブを時計回りに回すにしたがって感度が高くなり、
より簡単にエフェクトをトリガーできるようになります。時計回りに完全に振り切った状態では、
柔らかいタッチのプレイでもエフェクトがトリガーされるようになります。

LAYER ノブ
SUSTAIN、AUTO及びLATCHモードにおいて、新しいフリーズ音をミックスする際に先にフリ
ーズされている方の信号レベルを設定します。反時計回りに回しきった状態では先にフリーズさ
れている信号のボリュームは０になり、新しい方のフリーズ音のみが出力されます。時計回りに
振り切った状態では、先にフリーズされた信号が100％の状態となります。LAYERノブは、ディ
レイのフィードバックノブや、ルーパーのオーバーダビング量のコントロールのように動作しま
す。

GLISS ノブ
グリッサンドエフェクトのスピードをコントロールします。グリッサンド/ポルタメント機能は、フ
リーズサウンドのピッチを次のサウンドへ滑らかに繋げます。この機能は、テクスチャの多いサウ
ンドのスムースな移行に最適な機能です。
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EFFECT セレクターノブ
EFFECTスイッチをONにした時に使用可能な11種類のビルトイン・エフェクトを選択します。
各エフェクトの詳細は後述の「エフェクト」の項をご参照ください。

RATE ノブ
選択したエフェクトのレート/スピードをコントロールします。RATEコントロールを使用しない
エフェクトの場合は、各エフェクトに合わせた機能となります。割り当てられる機能については、
EFFECTセレクターノブの周りのエフェクト名の下に紫色のテキストで記載されています。

DEPTH ノブ
選択したエフェクトのデプス/エフェクト量をコントロールします。DEPTHコントロールを必要と
しないエフェクトでは、EFFECTセレクターノブの周りに緑色のテキストで記載された機能に切
り替わります。

BYPASS フットスイッチ
Superego＋のON/OFFを切り替えます。選択したモードに応じて、フリーズエフェクトのトリ
ガーとしてや、オート・トリガーのON/OFFを切り替えます。

EFFECT フットスイッチ
内部エフェクトのON/OFFを切り替えます。LIVE EFFECTSモードではBYPASSスイッチと同
じようにSuperego＋のON/OFFを切り替えます 。

MODE スイッチ
スイッチを押す度に5つのモードを順番に切り替え、スイッチ上部に配置されてているLEDで表
示します。
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パワー(電源)/インプット/アウトプット
POWER
アダプターのアウトプットを接続します。9VDC センターマイナス極性 140ｍA以上のアダプ
ターを使用して下さい。10VDCを超える電源を接続しないよう注意して下さい。

INPUT ジャック
他のエフェクトペダルのアウトプットやギター、ベース、キーボードといった楽器を接続する
1/4”インプットジャックです。このジャックはSuperego＋のメイン・インプットです。

OUTPUT ジャック
Superego＋のメイン・アウトプットです。アンプや他のエフェクトペダル、ミキサーやレコーダ
ーなどに1/4”モノフォーンケーブルを使用して接続します。豊かなサウンドスケープを形成する
ためには、Superego＋の後段に様々なエフェクトを接続してみてください。

SEND ジャック
ドライ信号をミックスせずフリーズシグナルのみを外部エフェクトへ送り出したい場合は、
Superego＋に搭載されているエフェクトループを使用します。SEND端子は外部エフェクトの
インプットに接続する他にもウェット音のみを出力するアウトプットとして使用可能で、SENDを
使用している場合はフリーズシグナルはOUTPUTジャックでミュートされます。EFFECTノブは
常にSEND端子のボリュームをコントロールします。

RETURN ジャック
外部エフェクトループを使用した場合、外部エフェクトのアウトプットをRETURNジャックに接
続します。RETURNジャックに入力された信号はドライ信号とミックスされ、OUTPUTジャック
から出力されます。

外部コントロール
EXP(Expression) ジャック
標準的なTRSタイプのエクスプレッション・ペダル、もしくは0～5Vのコントロール・ボルテージ
(CV)でATTACK、DECAY、RATE、DEPTH、THRESHOLD、LAYER、GLISSといった各パ
ラメーターの外部コントロールが可能です。各エフェクトのセッティングごとにEXPのプリセット
を保存可能です。Superego＋は、ヒール(かかと)・ポジションとトウ(つま先)・ポジションそれ
ぞれで7つ全てのパラメーターを記憶することが可能で、2つの設定をエクスプレッションペダル
でシームレスに切り替えられます。詳細は後述の「エクスプレッション・ペダル プリセットの設
定 」の項をご参照ください。

EXPプリセットが保存されるとRATEとDEPTHの間に配置されているLEDが赤色に点灯し、そ
の他の状態は緑色に点灯します。

プリセットをプログラミングすることなく、エクスプレッション・ペダルもしくは他のCVソースを
使用することもできます。各内蔵エフェクトは、工場出荷時もしくはエクスプレッション・ペダル・
プリセットを消去後に適用されるデフォルトのコントロールレンジが設定されています。
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EXT(External Control) ジャック
3ボタンタイプのEXT/AUXスイッチ(例：DigiTech FS3X)を使用して、Superego＋のフット
スイッチ機能をリモートコントロールできます。エクスターナル・スイッチを接続するには
Superego＋の電源を切り、エクスターナル・スイッチをEXTジャックに接続してから電源を入
れます。

接続したフットスイッチのTIP+RINGに該当するスイッチは、BYPASSフットスイッチと同様に
機能するので、このスイッチを使用してSuperego＋のON/OFFをリモートで切り替えることが
できます。LATCHモードではトリガーコントロールとしても使用できます。

RINGに該当するスイッチはEFFECTフットスイッチと同様に機能するので、このスイッチでは内
部エフェクトのON/OFFを切り替えることが可能です。

TIPに該当するスイッチは、MODEセレクターとEFFECT OFFスイッチとして機能します。
SUSTAIN、AUTO、LATCHのいずれかのモード時に、BYPASSフットスイッチを2度押しして
OFF状態へ切り替えるのと同じことが、スイッチを1度押すだけで可能になります。モードの切
替は、TIP＋RINGスイッチを長押しすることで5つのモードが順番に切り替わります。使用する
モードに切り替わったらフットスイッチを離します。

1/4”TSケーブルを使用したシングルタイプ・エクスターナルスイッチの接続
シングルタイプのエクスターナル・スイッチは1/4”TSケーブル(標準的なギターケーブル) を使
用して接続することで、BYPASSフットスイッチと同様に機能します。

1/4”TSケーブルを使用した外部クロックによるトリガー
クロック・シグナルで、Superego＋のBYPASS機能をトリガーすることが可能です。クロック・
シグナルをEXTジャックのTIP端子に接続します。クロック・シグナルのマイナス側がTIP端子に
接続すると、BYPASSフットスイッチの操作と同様の働きとなります。一般的なクロック・シグナ
ルの振幅幅は0～5Vです。Superego＋は、クロック・シグナルの電位がハイからローへ移行す
る立ち下がりエッジによってトリガーされます。



エフェクト
FLANGE、PHASE、MOD、ROTARY はRATEとDEPTHノブを表示のとおり使用し、この他
のエフェクトはRATEとDEPTHノブに異なる機能が割り当てられています。これらの機能は、
EFFECTSセレクターノブのエフェクト名の傍に紫と緑のテキストで記載されています。紫色の
テキストはRATEノブによってコントロールするパラメーターを、緑色のテキストはDEPTHノブ
によってコントロールするパラメーターを記しています。
Note：EFFECTセレクターノブの上に配置されているLEDが緑色に点灯している場合、エフェ
クトセクションはアクティブです。エクスプレッション・ペダルを接続している場合LEDは赤く点
灯し、選択したエフェクトのエクスプレッションの設定をプリセットしたことを示します。

DETUNE：僅かにピッチをずらした音を原音に重ねるデチューンエフェクトです。エクスプレッ
ション・ペダルはピッチをコントロールします。

ECHO：リピートエフェクトで、フィードバックはプリセットされています。エクスプレッション・
ペダルはディレイタイムをコントロールします。

DELAY：モジュレーションを搭載した温かみのあるアナログ・ディレイです。フィードバックは
プリセットされています。エクスプレッション・ペダルはディレイタイムをコントロールします。

FRANGE：フィルターマトリックス、レート、フィードバックコントロールを搭載したElectric 
Mistressスタイルのフランジャーです。DEPTHノブはフィードバック量をコントロールします。
RATEノブは、フィルターマトリックスとフランジャーのスピードをコントロールします。ノブを反
時計回りに回しきるとフィルターマトリックスは最小になり、時計回りに回していくとフィルター
マトリックスのレンジは増加し、11時方向で最大となります。11時以降にノブを回すとフランジ
ャーは非常にゆっくり振動し、時計回りに回しきるとモジュレーションスピードは最大まで増加
します。エクスプレッションペダルはレートをコントロールします。

PHASE：Small Stoneスタイルのフェイザーです。エクスプレッション・ペダルはレートをコントロ
ールします。

MOD：ピッチコントロールをベースとしたビブラート/コーラスです。RATEノブはスピードをコ
ントロールします。DEPTHノブは12時方向で0となり、反時計回りに回すとピッチビブラートの
デプスを、時計回りに回すとコーラスのデプスをコントロールします。エクスプレッション・ペダ
ルはレートをコントロールします。

ROTARY：リッチなロータリースピーカーエフェクトです。DEPTHノブはツイーター/ホーン
のバランスをコントロールします。DEPTHノブを反時計回りに回すとホーンが増加し、ツイータ
ーが減少したバランスになります。時計回りに回すとツイーターが増加し、ホーンが減少したバ
ランスになります。エクスプレッション・ペダルはレートをコントロールします。

TREM1：正弦波のトレモロです。エクスプレッション・ペダルはレートをコントロールします。

TREM2：矩形波のトレモロです。エクスプレッション・ペダルはレートをコントロールします。

PITCH：ピッチシフトを行うエフェクトです。RATEノブは12時でユニティです。時計回りに回
すとマイナー3度とマイナー7度を含むメジャースケールでピッチが上がっていき、最大1オクタ
ーブ上がります。反時計回りに回すとメジャースケールでピッチが下がり、最大1オクターブ下
がります。エクスプレッション・ペダルでは、ユニティから1オクターブ上までの範囲をワーミー
スタイルでコントロールします。

FILTER：レゾナント・ローパスフィルターです。RATEノブは周波数を、DEPTHノブはレゾナン
スをコントロールします。エクスプレッション・ペダルは周波数をコントロールします。
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エクスプレッション・ペダルプリセットの設定
エクスプレッション・ペダル・プリセットのプログラムとセーブの方法です。
1. エクスプレッション・ペダルをEXPジャックに接続します。
2. EFFECTフットスイッチを押し、 エフェクトをOFFにします。
3. EFFECTフットスイッチを1秒以上長押しします。緑色のエフェクトLEDが点滅し始めます。
4. EFFECTフットスイッチを離します。
5. エクスプレッションペダルをヒール(かかと)・ポジションに合わせ、7つの各コントロール
　(ATTACK、DECAY、RATE、DEPTH、THRESHOLD、LAYER、GLISS)をヒールポジショ
　ン時に使用する値に設定します。
6. エクスプレッションペダルをトウ(つま先)・ポジションに合わせ、7つの各コントロールをトウ・ポ
　ジション時に使用したい値に設定します。エクスプレッション・ペダルによるコントロールを行わな
　いパラメーターは、手順5、6を行う際にノブを動かさないでください。
　Note：エクスプレッション・ペダルはプリセット設定中に一度はヒール/トウ・ポジションに動
　かす必要があります。
7. EFFECTフットスイッチを長押しします。
8. エフェクトLEDが赤く点滅してプリセットを保存されたことを意味します。LEDは、EXP
　ジャックにエクスプレッション・ペダルが接続された場合のみ赤く点灯します。
9. EFFECTフットスイッチを離すと、赤く点滅していたLEDが点灯へ変わります。点灯したら
　エクスプレッション・ペダル・プリセットが保存され、アクティブであることを示します。

エクスプレッション・ペダルプリセットについて
・変更をセーブせずにエクスプレッション・ペダルのプログラミングを終了する場合は、常に上記
  手順8の前にEFFECTスイッチを押してください。
・プリセットがアクティブの時、7つのノブのいずれかを回すとヒール・ポジションとトウ・ポジショ     
　ン両方の新しい設定を保存できます。EFFECTS LEDが0.5秒程点滅し、点灯に変わります。
・プリセットの消去を行うには、まずEFFECTSをOFFにして、EFFECTSフットスイッチを5秒程
　度長押しします。そうすると1秒後にLEDが緑色に点滅を開始し、5秒程度すると緑のLEDが
  素早く点滅します。EFFECTSスイッチを離すとプリセットの消去は完了です。EFFECTS 
  LEDは緑色に点灯し、エクスプレッション・ペダル コントロールは初期設定に戻ります。

SPECIFICATIONS
・バッファード・バイパス
・インプットインピーダンス：2.2M ohm (INPUT and RETURNジャック)
・アウトプットインピーダンス：500 ohm (OUTPUT and SENDジャック)
・電源：DC9V センターマイナス極性
・消費電流：140ｍA
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〒468-0002
愛知県名古屋市天白区焼山 1丁目 813番地
E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp


