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12ボタンUSBゲームパッド
JC-U1512Vシリーズ
セットアップガイド

■はじめに

このたびは12ボタンUSBゲームパッド JC-U1512Vシリーズをお買い上げいた
だき誠にありがとうございます。
本セットアップガイドは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用に
なる前に本セットアップガイドをよくお読みになり、正しくセットアップを行ってく
ださい。

 1 ドライバをインストールする
本製品をご利用いただくためには、ドライバのインストールが必要です。

■ドライバのインストール

 ・ 本製品を使用するには、DirectX7以降のバージョンが必要です。
 ・ 本製品のCD-ROMには、DirectX9.0cが含まれています。
 ・ ドライバのインストール中には、DirectXのインストール操作も含まれてい

ます。そのためDirectX9.0b以前のバージョンをお使いでも、本製品のドラ
イバをインストールすることにより、DirectX9.0cにバージョンアップしま
すので本製品を使用できます。

 ・ DirectX9.0c以降のバージョンをお使いの場合でも、ドライバのインストー
ル中のDirectXのインストール操作はおこなってください。インストールプ
ログラムは、更新されたDirectXのファイルを検索し、必要に応じて更新し
ます。

　 ・ ドライバをインストールする前に、本製品をパソコンに接続するとWindows
標準のドライバが自動的にインストールされます。この状態でもゲームパッド
として動作しますが、設定画面がWindows標準のものであり、本製品の機
能が十分に利用できません。本マニュアルの指示に従って専用ドライバをイン
ストールすることをおすすめします。

 WindowsXP/2000の場合は、管理者（Administrator）権限を持つユーザア
カウントでWindowsにログオンしておきます。

 パソコンのCD-ROM ドライブに、本製品付属のCD-ROMを挿入します。

 WindowsXPをお使いの場合は、[スタート ]メニューから「マイ コンピュータ」
をクリックします。WindowsXP以外をお使いの場合は、デスクトップにある
「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。

 手順 2 で CD-ROM を挿入した CD-
ROMドライブをダブルクリックします。
インストールプログラムが起動します。

 CD-ROMの内容が表示されてしまい、
インストールプログラムが表示されない
場合は、Setup（Setup.exe）をダブル
クリックします。インストールプログラ
ムが起動します。

 ボタンをクリックします。
DirectXのセットアップ画面が表示されます。

・ DirectX9.0c以上のバージョンがインストールされている場合でもこの画面
が表示されます。

 ・ DirectX9.0c以上がすでにインストールされている場合でも、 ボタ
ンをクリックしてください。インストールプログラムは、DirectXのファイ
ルを検索し、必要に応じて更新します

クリック

 「同意します」を選択して、 をクリッ
クします。

クリック

 をクリックします。必要なファイル
を検索し、インストールします。

 をクリックします。
DirectXのファイルに更新があった場合、Windowsが自動的に再起動します。
DirectX のファイルに更新がなかった場合は、自動的に再起動しませんので
Windowsを再起動してください。

ファイルに更新があった場合 ファイルに更新がなかった場合

Windowsの再起動後、ドライバのインストール画面が表示されます。

クリック

 をクリックします。

クリック

 をクリックします。
ドライバのインストールを開始します。

クリック

 をクリックします。
ドライバのインストールが完了します。

■パソコンに接続する

 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
自動的に本製品の認識が開始されます。

各OSによってメッセージの表示が異なります。
ご使用のOSを確認してください。
本製品接続時は、アナログモードになっています。

タスクトレイにインストール完了のメッセージが表
示され、自動的に認識されます。これで本製品とパ
ソコンの接続は完了しました。

WindowsXPの場合

ダイアログに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールしています。」と
メッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了し
ました。

WindowsMeの場合

ダイアログに「新しいハードウェアが見つかりました。」とメッセージが表示され、自動的に
認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows2000の場合

ダイアログに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールしています」と
メッセージが表示され、自動的に認識します。

 使用するパソコンによってはCD-ROMを要求される場合があります。このときは、
要求されているWindowsのCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入して

ボタンをクリックします。

 

これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows98の場合

 2 ゲームパッドの接続･動作を確認する
本製品が正常に認識され、動作しているか確認します。

■動作モードについて

・ 本製品には3つの動作モードがあり、それぞれにおいて方向キーと左右アナログ
スティックの動作が異なります。

・ 動作モードは、本製品前面中央にあるモード表示ランプの色で確認できます。
・ 動作モードを切り替えるには、ANALOGボタンを押します。モード表示ランプ
の色が変わり、動作モードが切り替わります。アナログモード（赤色）→デジタル
モード（緑色）→レースモード（オレンジ色）の順で変わり、レースモードの状態で
ANALOGボタンを押すと、アナログモード（赤色）に戻ります。

・ 本製品接続時は、アナログ（赤色）になっています。

■ボタンについて

・アナログモード（モード表示ランプ：赤色）
  4 軸、12ボタン（POV付）

前面

左スティック
（XY、押し込み⑪ボタン）

モード表示ランプ（赤色）

③ボタン

④ボタン

②ボタン

①ボタン

AUTOボタン

方向キー
（POV、デジタル8方向）

連射表示ランプ
（赤色）

⑩ボタン
⑨ボタン

右スティック
（XY、押し込み⑫ボタン）

ANALOGボタン

上面
⑦ボタン ⑧ボタン⑦ボタン ⑧ボタン

⑤ボタン ⑥ボタン

・デジタルモード（モード表示ランプ：緑色）
  2 軸、12ボタン

左スティック
（XY、押し込み⑪ボタン）

モード表示ランプ（緑色）

方向キー
（1軸・デジタル8方向）

連射表示ランプ
（赤色）

右スティック
（XY、押し込み⑫ボタン）

ANALOGボタン

他のボタンはアナログモードと同じです。

・レースモード（モード表示ランプ：オレンジ色）
  2 軸、12ボタン（POV付）
前面

左スティック
（X、押し込み⑪ボタン）

モード表示ランプ（黄色）

方向キー
（POV、デジタル8方向）

連射表示ランプ
（赤色）

右スティック
（Y、押し込み⑫ボタン）

ANALOGボタン

他のボタンはアナログモードと同じです。

■連射機能を使う

本製品の①～⑫のすべてのボタンに対して個別に連射機能を設定できます。特定の
ボタンだけ連射機能を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射機能を有効にす
ることもできます。

 ・ 連射速度は変更できません。
 ・ 動作モードを変更しても、設定した連射機能は有効です。

連射機能を有効にする
 連射機能を有効にしたいボタンを押しながら、AUTOボタンを押します。
AUTOボタンを押している間、連射表示ランプが赤色で点滅します。

 ・ 設定後は、連射表示ランプが赤色に点灯し、本製品の連射機能が有効になって
いることを表しています。

 ・ 連射中は、連射表示ランプが赤色で点滅します。

 連射機能を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順1を繰り返します。

連射を解除にする
有効にした連射を解除します。

 連射を解除したいボタンを押しながら、AUTOボタンを押します。
連射機能が解除されます。

 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順1を繰り返します。

 すべてのボタンの連射設定を解除すると、連射表示ランプが消灯します。
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■コントロールパネルで確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面から本
製品の動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラ」または「ゲームオプ
ション」画面を表示します。

・Windows®XPの場合
［スタート］メニュー→［コントロールパネル］の順に選択します。［プリンタとその
他のハードウェア］をクリックし、［ゲームコントローラ］をクリックします。「ゲー
ムコントローラ」画面が表示されます。

・Windows®Me/2000/98の場合
［スタート］メニュー→［設定］→［コントロールパネル］→［ゲームオプション］の順に
選択します。「ゲームオプション」画面が表示されます。

 コントローラから「ELECOM JC-U1512F/
V series」を選択して、 ボタン
をクリックします。
「JC-U1512F/V series のプロパティ」画面
が表示されます。
 
「ELECOM JC-U1512F/V seriesのプロパ
ティ」が表示されない場合は、本製品のドライ
バが正しくインストールされていません。「ド
ライバのインストール」を参照して、ドライバ
を正しくインストールしてください。

 ［テストパネル］タブでは、各ボタンの動きを確認できます。

各軸の動きを表示します。

ハットスイッチの動きを表示します。

1～ 12の各ボタンを押すと、それぞれ
の数字が光ります。

WWWブラウザを起動して、インター
ネット上にある当社のホームページを表
示します。

左右アナログスティックのセンターを調
整します。

 ［バイブレーション］タブでは、振動のテストができます。

テストする時間を設定します。
振動テストする振動の強度を設定します。

チェックすると振動しなくなります。
右側の振動用モーターを使って振動テストを開
始します。
左右両方の振動用モーターを使って振動テスト
を開始します。

振動を止めます。

左側の振動用モーターを使って振動テストを開
始します。

 ［増幅レベル］タブでは、振動について設定できます。

振動する周期を設定します。

振動の強度を設定します。

振動の周期や強度以外のレベルを設
定します。

 ボタンをクリックします。
「ELECOM JC-U1512F/V series のプロパティ」画面を閉じます。

 ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

これでゲームパッドは正常にインストールされました。

 ゲーム内で操作できない場合は、そのゲームがゲームパッドに対応しているか、
またゲームパッドを使用するための設定が必要ではないかをお調べください。

　 ※そのゲームのマニュアルをご確認ください。
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 3 仕　　様
本製品の仕様です。

外形寸法 W141.2mm×D115.0mm×H48.2mm

インターフェース USB 1.1

ボタン数 12

動作時機能

アナログモード時：4軸、12ボタンのゲームパッド（POV付）

デジタルモード時：2軸、12ボタンのゲームパッド

レースモード時：2軸、12ボタンのゲームパッド（POV付）

振動機能 モータ 2個

本体重量 235g

ケーブル長 180cm

【 商品に関するお問合せは 】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012

[ 受付時間 ]　9:00～ 12:00　13:00～ 18:00
年中無休


