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2.0
はじめに

ファームウェア・アップデート
Fender FUSEで Bronco 40 を正しく操作いただくために
は、ファームウェア・アップデートが必要です。

イントロダクション
本 マ ニ ュアルで は 、B r o n c o™ 4 0 で 使 用 する F e n d e r ®
F U S E ™ ソフト ウェアに つ いて、順 を 追って 解 説しま す。
Fender FUSEをお使いいただくことにより、コンピュータから
アンプをコントロールでき、またアンプ単体には装備されてい
ない機能もご利用いただけます。
システム要件：Fender FUSEをご利用いただくには、
Windows 7、 Vista または XP、 もしくはIntel®プロセッサ
搭載の Macintosh OS X バージョン 10.5 (Leopard) 以降
が必要となります。

Fender® FUSE™のインストール
Fender FUSEをお使いのコンピュータにインストールいただ
くには、http://fuse.fender.com より、セットアップファイルを
ダウンロードしてください。

Bronco 40 のファームウェア・アップデート:
1. Bronco 40 をお使いのコンピュータのUSBポートに接続
しFender FUSEソフトウェアを開きます。
2. アンプの電源をオフにします。
3. アンプのSAVEボタンを押しながら、電源をオンにします。赤
く点滅しはじめるまで、そのままSAVEボタンを押し続けま
す。
4. ファームウェア・アップデート・インストラクションが自動的
に開き、２つのオプションが表示されます。新しいバージョ
ンのファームウェア・アップデートを http://fender.com/
en-JP/support
よりまだダウンロードしていない場合
は、"Bundled Update" を選択します。

Fender FUSEのインストール手順:
1. Fender FUSE Setup.exeファイル(PC)またはFUSE
Installer.dmg(Mac)をダブルクリックし、画面に表示され
る指示に従ってください。 例:

"Bundled Update"を選択

5. アンプ電源をオフにし、再びオンにすると、ファームウェア・
アップデートが完了します。
"Next" を選択

"Fender FUSE Installer.app" を選択

2. Fender FUSE のインストール中に、デバイスドライバや補
助プログラムのポップアップ・ウィンドウが開いた場合は、常
にインストールを許可してください。
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2.0
プリセット・エディタ
Fender® FUSE™を起動すると、最初に現れる画面です。お使いのアンプがUSBケーブルでコンピュータに接続されている時、
Fender FUSE画面には、アンプで行われている事が正確に反映されます。Fender FUSEでノブをクリック・ドラッグすると、即座に
アンプの対応するコントロールに反映され、逆の場合も同様に反映されます。

A. プリセット・コントロール・パネル —このドロップダウンメニューの右側を
クリックし、プリセットを選択します。 または UP/DOWN キーを使用す
ると、プリセット・リストをスクロールできます。
ドロップダウン・メニューの左側をクリックし、アンプ・プリセットまたはコ
ンピュータ・プリセットを選択します。 下部の5つのボタンは、1から新し
いプリセットを作成したり、他のプリセットから現在のプリセットに、1つも
しくは複数のコンポーネント （Amp/FX/Band設定） をインポートした
り、プリセットのセーブや消去ができます。

B. EFFECTS CONFIGURATION — これらのノブの機能は実際の
Bronco™ 40 アンプと同様です。これらのノブをクリックすると、ステ
イタス・ウィンドウが開きます。
C. サーチ・パネル — 下部のボタンで任意のロケーションを選択すると、
そのロケーションのプリセットおよびオーディオファイルの検索ができま
す。検索結果はメディア・ライブラリに表示されます。"Media Library"ボ
タンをクリックすると迅速にアクセスできます。
D. TUNER — Fender FUSEチューナーは、ラックマウントのスタジオ`・
ギターチューナー同様の機能を備えています。
E. PRESET INFO — プリセット情報を編集します。 (詳細は7ページを
ご覧ください)。
F. アンプ・コントロール — 現在のプリセットのアンプ設定を調節する際に
は、これらの任意のノブをクリック・ドラッグします。グレーになっている
コントロールノブは、非アクティブ状態です。

G. START / BAND — バンド・トラックをスタートするには"START"をク
リックします。バンド・トラックを選択し、バンド・トラック設定を編集する
には"BAND"をクリックします。 (詳しくは8ページをご覧ください)。
H. AMPLIFIER — ドロップダウン・メニューをクリックし、アンプ・タイプ
を選択します。またはUP/DOWNキーを使ってアンプ・タイプのリストを
スクロールできます。
I.

ADVANCED AMP — アドバンス・アンプ設定ウィンドウを開くには
ここをクリックします。 (詳しくは6ページをご覧ください)。

J. エフェクト・フット ペダル —
エフェクト・ペダル の 追 加および
エフェクト設定の編集をするには、この4つのスロットの、任意のスロット
をクリックします。 (詳しくは4ページをご覧ください)。
K. アンプ・アイコン — エフェクト設定を調節した後に、アンプ・トーン
設定に戻るには、ここをクリックします。
L. ラック・エフェクト — ラックマウント・エフェクトの追加およびエフェ
クト設定の編集はこの4つのスロットの、任意のスロットをクリックしま
す。 (詳しくは5ページをご覧ください)。
M. AMP CONNECTED — アンプが接続されたことを示します。
N. COMMUNITY — クリックするとFender Amplifier オンラインコミュ
ニティ・ウェブサイトを開きます。 (詳しくは11ページをご覧ください)。
O. LOGIN — クリックするとFender Amplifier オンラインコミュニティ・
ウェブサイトにログインします。 (詳しくは11ページをご覧ください)。
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2.0
ペダル・エフェクト
アンプ・アイコンの左側にある、4つのスロットのいずれかをクリックし {A}、エフェクトを選択して、ペダル・エフェクト編集画面を開き
ます。実際にギターにエフェクト・ペダルを接続し、そこからアンプのインプットに接続するのと同様に、本画面のシグナル・パスにおい
ても、これらのペダルエフェクトは、アンプ・モデルの前に配置されています。
Fender® FUSE™ では、アンプ単体には装備されていないエフェクトにもアクセスできます。 例えば、アンプの前にエコーを接続す
ると、まぎれないロカビリー・トーンが得られます。フランジャーやフェイザーといったモジュレーション・エフェクトは、アンプの前に接
続した場合、音色が変化します。 注: Bronco™ 40 アンプ では、別のスロット {A}にエフェクト・アイコンをドラッグすることにより、エ
フェクトの接続順を変更できます (接続順は音色に影響します) 。

B. エフェクトペダル・セレクター— ドロップダウン・メニューをクリッ
クしてエフェクトを選択します。またはUp/Downキーを使って、現
在選択中のエフェクト・カテゴリの、エフェクト・リストをスクロール
できます{A}。エフェクトはStompbox、Modulation、Delay そし
て Reverbの、合計４つのカテゴリに分類されています。
C. エフェクト・セッティング — 任意のノブをクリック・ドラッグしてエ
フェクト・ペダル設定を調節します。正確なエフェクト設定レベルは
エフェクトペダル・セレクター{B} ウィンドウの下に表示されます。

♫

♫

下の小さなエフェクト・ペダル・アイコンのOn-Offスイッチでも
同様に操作できます。

独自の機能:

下の小さなエフェクト・ペダル・アイコンでもノブの設定を調節
できます。プリセット・エディタ画面で便利です。

D. ペダル・カラー — 任意のカラー・スウォッチをクリックし、エフェク
ト・ペダルのカラーを変更できます。これはカラーをお好みに変更す
るための機能で、エフェクトの音には影響しません。
E. DELETE—
現在のプリセットからエフェクトを消去したい
場合は、"X" をクリックしてください。
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F. BYPASS — エフェクトのオン／オフの切り替え（bypass）は、フ
ットペダル・スイッチをクリックします。左上隅の赤いライトで、現在
のエフェクトのオン／オフが確認できます。

• EFFECTS POSITION Pre– or Post–Amp
• EFFECTS BYPASS
上記機能は、アンプ単体には装備されていない機能をFender® FUSE™
独自に追加したものです。Fender FUSEではシグナルパス上で、エフェク
トをアンプの前に接続するか、アンプの後に接続するかを選択でき、より幅
広いオプションをご利用いただけます。Fender FUSEではエフェクトを一
時的にバイパスできるため、エフェクトをオフする度に編集したエフェクト
設定を失ったり、消去されることがありません。
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2.0
ラック・エフェクト
アンプ・アイコン右側の4つのスロット {A}のうち、任意のスロットをクリックし、エフェクトの選択およびラック・エフェクト編集画面を
開きます。 これらのエフェクトは、実際のラック・エフェクトがアンプのエフェクトループに接続されたり、レコーディングコンソールに
追加されるのと同様、シグナル・パス上でもアンプ・モデルの後に接続されています。 注: Bronco™ 40 シリーズでは、エフェクト・アイ
コンを別のスロット {A}にドラッグすることで、エフェクトの接続順を変更できます（接続順は音色に影響します）。

B. ラックエフェクト・セレクター — ドロップダウン・メニュ
ーをクリックしてエフェクトの 選 択 が できます。またUp/
D o w n キ ー を 使って、現 在 選 択 中 のカテゴリのエフェク
ト・リストをスクロールできます{A}。エフェクトはPost
Gain、Modulation、 Delay、そしてReverbの、合計４つの
カテゴリに分類されています。

♫

最大で合計4つのエフェクトをアクティブにすることが可能で
す。ただし、各カテゴリで同時に選択できるエフェクトは1つで
す。例えば、リヴァーブはアンプの前にも、後にも接続すること
が可能ですが、前後に同時に接続することはできません。

C. エフェクト・セッティング — 任意のノブをクリック・ドラッ
グして、ラック・エフェクト設定を調節します。ラックエフェク
ト・セレクターウィンドウ{B}の下に、各設定の正確なレベル
が表示されます。

♫

画面下部の小さなエフェクト・ペダル・アイコンでも、ノブの設
定を調節できます。プリセット・エディタ画面での使用に便利で
す。

D. DELETE — "X"をクリックすると現在のプリセットからエフ
ェクトを消去します。
E. BYPASS — On-Offスイッチをクリックすると、エフェクト
のオン／オフ(バイパス)ができます。スイッチの隣の赤いライ
トで、エフェクトのオン／オフが確認できます。

♫

画面下部の小さなラックエフェクト・アイコンのOn-Offスイッ
チでも、同様に操作できます。
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2.0
アドバンスト・アンプ・セッティング
"ADVANCED" アンプ・ボタン {A} をクリックし、アドバンス・アンプ設定画面を開きます。コンピュータ上および、コンピュータに接続
しているBronco 40 で選択しているアンプのタイプによって、コントロール項目は異なります。

B. AMPLIFIER — ドロップダウン・メニューをクリックしてア
ンプ・タイプを選択します。またはUp/Downキーを使って、
アンプ・タイプのリストをスクロールできます。

独自の機能:
• NOISE GATE Custom Parameters
• Channel BLEND
• CABINET Type
• Amplifier SAG
• Tube BIAS
• Second MASTER
• USB GAIN

C. トーン・コントロール — 任意のノブをクリック・ドラッグし
て、アンプのゲインおよびトーン設定を調節します。

♫

画面下部の小さなエフェクト・ペダル・アイコンでも、ノ
ブの設定を調節できます。エフェクト・エディタ画面での
使用に便利です。

D. アドバンス・コントロールパネル — アドバンス・アンプ・コン
トロールパネルでは、ベーシックなコントロールを超えた、よ
り大胆な音色の編集ができます。

♫
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上記のFender® FUSE™ の機能は、Bronco™ 40 のア
ンプ単体には搭載されていない独自のものです。ぜひ上記
の機能を利用して、アンプをカスタマイズし、オリジナルの
サウンド追求にお役立てください。

アドバンス・アンプ・コントロールパネルで行った編集
は、Fender® FUSE™とアンプの接続を切断した後
も、プリセットに保存されます。さらに編集を加える場
合は、再びFender FUSEに接続する必要があります。
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2.0
プリセット・インフォメーション画面
"PRESET INFO" ボタン {A} をクリックすると、プリセット・インフォメーション画面が開きます。この画面では、より詳しいプリセット
情報の編集が可能で、より便利な検索機能の活用や、プリセットの識別を容易にします。プリセットのアップロードを選択すると、プリセ
ット情報がFender® Amplifer オンライン・コミュニティのメンバーから閲覧可能になり、情報の共有ができます。

B. PRESET NAME — 現在アンプでアクティブになっている
プリセットの名称がここに表示されます。
C. AUTHOR —
表示されます。

現在のプリセットの作成者名がここに

D. DESCRIPTION — アンプ上で現在アクティブになっている
プリセットについての説明を入力します。このプリセットをど
のような場面で使用しているかが、参照可能になります。
例 「
: このプリセットにディレイをかけて、エリック・ジョンソ
ンの"Cliffs of Dover" のオープニングで使用」など

F. GENRES — 現在アンプでアクティブになっているプリセット
の、メイン・ジャンル(音楽カテゴリ)と、サブカテゴリ2つまでを
入力します。
G. OK — 現在アンプでアクティブになっているプリセットに
関する、入力データを保存します。

E. TAGS
—
現在アンプでアクティブになっている
プリセットの、説明タグ (用語) をカンマで区切り入力しま
す。キーワ−ドを使うことによって、メディア・ライブラリの検
索が効率化できます。上記の例では、"Funk, Chorus, Slap"
といったキーワードを入力するとよいでしょう
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2.0
Band トラック画面
"BAND"ボタン{A}をクリックすると、Bandトラックの選択およびBand設定の調節ができます。Bronco™ 40では、Bandトラックを
G-DEC® 3のように保存しておくことはできませんが、コンピュータ上でFender® FUSE™を使って曲を再生でき、付随するトラックを
Bronco 40 のプリセットの一部として保存できます。

B. MP3 / WAVE — Bronco 40で現在アクティブになっているプリ
セットで、MP3/Wave Bandトラックファイルを選択したい場合は、
このMP3/Waveラジオボタンを選択します。
C. TRACK LIST — Bronco 40で現在アクティブになっているプリ
セットで、コンピュータ上のBandトラックを選択したい場合は、この
ドロップダウンリストをクリックします。Bandトラックの再生をスタ
ートすると、コンピュータのスピーカーからオーディオが再生されま
す。そのため再生音量をコンピュータおよびスピーカーのボリューム
コントロールで調節してください。
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D. REPEAT — ここにチェックを入れると、エンドレスループ再生
になります。
E. PREVIEW / STOP — トラックリスト{C}で選択したBandトラッ
クを聴くには、ここをクリックします。
F. OK — 選択したBandトラックおよび設定を、現在Bronco 40でア
クティブになっているプリセットに保存するには、"OK"をクリックし
ます。
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2.0
ユーティリティ画面
バックアップ/リストアおよびファームウェア・アップデート機能にアクセスするには、まず"MAIN MENU"を、次に "UTILITY" {A} をク
リックします。

D. RESTORE PRESETS — アンプにリストアするバックアップフ
ァイルを選択します。各項目のトップの段をクリックすると、日付、説
明、またはプリセットでソートできます。

独自の機能:
• BACKUP PRESETS

!

• RESTORE PRESETS
上記のFender® FUSE™ 機能は、アンプ単体には搭載されて
いない独自の機能です。アンプ・プリセットのスナップショットに
は、Preset Backupをご使用ください。 Fender FUSE では
ユーザーが個人的に入力した説明もコンピュータにバックアップ
します。そのため、後日探しだしてリストアするのも簡単です。ま
た"My Rock Presets" や "My Blues Presets"というように、
全く違った数種類のバックアップをし、特定のシーンやパフォーマ
ンスの内容に合わせてリストアすることもできます。

リストア機能は、アンプのターゲット・プリセットを上書きし
ます。リストアを行う前に、アンプにまず 全てをバックアップ
するのも良いアイデアです。

E. DELETE — 選択したバックアップファイルを永久に消去します。
F. RESTORE — 選択したプリセットをアンプにリストアします。
G. FIRMWARE UPDATE — 画面に現れるファームウェア・アップデ
ートの指示内容は、お使いのアンプによって異なります。手順ごとに
詳しく解説している動画もございます。お使いのアンプ・モデルに適
したアップデート方法を、2ページの"ファームウェア アップデート"
で手順に沿って解説しておりますので、ご参照ください。

B. DESCRIPTION — 適切なバックアップ名を入力します。
C. BACKUP — Bronco™ 40プリセットをコンピュータにバックア
ップするにはここをクリックします。

♫

FUSEはコンピュータ上の以下の場所にバックアップを保存し
ます: Documents > Fender > FUSE > Backups。
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2.0
メディア・ライブラリ
"MEDIA LIBRARY" ボタン{A}(プリセット・エディタ画面) をクリックして、メディア・ライブラリ画面を開きます。この画面から容易
に、現在使用可能なロケーションの（Computer、Amp、SD Card、Web）全てのプリセットおよびバンドトラックを閲覧・検索できま
す。プリセット・エディタ画面に戻るには、 "PRESET EDITOR" ボタン{A}をクリックします。

B. メディア・ロケーション — いずれかの任意のロケーションをクリック
すると、利用可能なプリセットおよびBandトラックのリストが表示
されます。
C. SEARCH — 任意の1つもしくはそれ以上のボタンをクリックすると
ハイライト表示され、ロケーションのプリセットおよびバンド・トラック
の検索が可能な状態になります。検索窓に用語を入力し、"GO"を
クリックします。検索結果はその下部に表示されます。
D. ADD TO LIBRARY — "Add To Library"をクリックするとプリ
セットファイル (*.FUSE) およびバンドトラック・ファイル (*.MP3,
*.WAV) を、FUSEがデフォルトで選定したコンピュータ内のロケー
ションに保存します。

♫

10

Fender® FUSE™がコンピュータで使用する、デフォルト・
ロケーションは:
Documents > Fender > FUSE
>
Presets。バンドトラックのデフォルト・ロケーション
は: Documents > Fender > FUSE > Audio >
WaveMP3。

E. プリセット・リスト — メディア・ロケーション {B}で選択したロケー
ションで利用可能な、プリセットのリストです。任意のプリセットを
右クリックすると、load、save、copy、delete等の機能のダイナミ
ック・リストが表示されます。
• メディア・ロケーション{B}として コンピュータ、アンプ、またはWeb
を選択した場合、プリセット・リスト{E}の、任意のプリセットをダブ
ルクリックすると、プリセットエディタが開くとともに、アンプですぐ
再生可能になります。
F. BANDトラックリスト — 選択したメディア・ロケーション{B}で利用
可能なバンド・トラックのリストです。任意のバンドトラックを右クリ
ックすると、load、save、copy、delete等の機能のダイナミックリ
ストが表示されます。
• メディア・ロケーション{B}にコンピュータを選択している場合、現在
のプリセットでコンピュータのスピーカーを通して再生可能にするに
は、{F}リストのバンドトラックをダブルクリックしてアクティブ化す
る必要があります。
• メディア・ロケーション{B}としてWebを選択している場合、Bandト
ラックをアクティブにし、アンプの現在のプリセットでコンピュータ
スピーカーを通して再生するには、まず{F}リストの任意のバンドト
ラックを右クリックし、コンピュータにコピーする必要があります。
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2.0

Fender® FUSE™ コミュニティ
"COMMUNITY" ボタン{A}をクリックすると、Fender® Amplifierオンラインコミュニティ画面が開きます。Bronco™ 40 を使って
いる他のユーザーとの交流や、プリセットやアドバイスの交換もできます。新しいプリセットやバッキングトラック、その他のコンテンツ
を、Fenderからダイレクトにダウンロードできます。

B. PRESET EDITOR — Fender FUSEプリセット・エディタに
戻るにはこのボタンを押します。

E. デバイス・タイプ — コミュニティ・ウェブサイトをカスタマイズする
には、お使いのBronco 40のモデルを選択してください。

C. LOGIN / REGISTER — Fender Amplifierオンライン・
コミュニティにアクセスするにはLoginをクリックします。
もしまだメンバー登録がお済みでなければ"Register"をクリックし
て、アカウントを作成し、お使いのアンプ情報を入力してください。
アカウントの作成には、アンプ背面に記載されているシリアル
ナンバーが必要です。

F. スクロールバー — 下方向へスクロールすると、コミュニティ・ウェブ
サイト内の各カテゴリのトップページへのリンクが表示されます。

D. コミュニティ・リンク
—
AUTHORS、PRESETS、BAND
TRACKS、FORUMS、SUPPORT等をクリックすると、
Fenderコミュニティ内の任意の場所にアクセスできます。
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Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute MPEG
Layer-3 compliant content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications
(via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio,
or audio-on-demand-applications and the like) or on physical media (compact discs, digital
versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like) independent
license for such use is required. For details, please visit http://mp3licensing.com
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