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16ボタンUSBゲームパッド
JC-U3016Fシリーズ
セットアップガイド

■はじめに
このたびは16ボタンUSBゲームパッド	JC-U3016F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。

■DirectXバージョンの確認
本製品のドライバをインストールするには、バージョン7以上のDirectX が必要で
す。次の手順でDirectX のバージョンを確認します。

	Windows	Vista®をお使いの場合はDirectX10がインストールされています
ので、バージョンの確認は必要ありません。「ドライバのインストール」に進ん
でください。

	［スタート］メニューから「ファイル名を指定して実行…」をクリックします。

クリック

	 入力欄に［dxdiag.exe］と入力し、
ボタンをクリックします。
「DirectX	診断ツール」画面が起動します。

確　認

	 DirectX のバージョンを確認してくだ
さい。

バージョンがDirectX	7.0 未満である
場合は、本製品のドライバをインストー
ルできません。
Windows	Update	（http://windowsupdate.microsoft.com/）を使用して、
DirectXを最新のバージョンにアップデートしてください。

	DirectX	7.0 以上のバージョンであっても、Windows	Update（http://
windowsupdate.	microsoft.com/）を使用して最新のバージョンにするこ
とをおすすめします。

■ドライバのインストール
	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。

・Windows Vista®の場合

	 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。
CD-ROMの内容が表示されます。

	・	 弊社Web ページからドライバをダウンロードした場合は、手順3に進ん
でセットアッププログラムを起動してください。

	 ・	 CD-ROMの内容が表示されいないときは、「スタート」－「コンピュータ」
からCD-ROMを挿入したCD-ROMドライブをダブルクリックします。

	「JC-U3016_setup」をダブルク
リックします。
セットアッププログラムが起動します。

お使いの環境によっては、インストー
ルの開始まで時間がかかることがあ
ります。お待ちください。

	 ユーザーアカウント制御画面が表示さ
れた場合は、「許可」をクリックします。

クリック

	 ボタンをクリックします。

クリック

	 ボタンをクリックします。
インストールを開始します。

クリック

	 ボタンをクリックします。
インストールが完了します。

・Windows®XP/2000/Me/98の場合

	 Windows®XP/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。

	弊社Web ページからドライバをダウンロードした場合は、手順 5に進んで
セットアッププログラムを起動してください。

	 Windows®XP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。Windows®XP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をダブルクリックします。
CD-ROMの内容が表示されます。

クリック

	「JC-U3016F_setup」をダブルクリッ
クします。
セットアッププログラムが起動します。

	 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。

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。

Windows Vista® の場合

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。

Windows®XP 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。

Windows®Me 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。

Windows®2000 の場合

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。次の手順に従ってUSB
ヒューマン	インターフェイス	デバイスのドライバをインストールします。

クリック

	 ボタンをクリックします。

クリック

	「使用中のデバイスに最適なドライバ
を検索する（推奨）」ラジオボタンを選択
して、 ボタンをクリックしま
す。

クリック

	 すべてのチェックボックスをチェックしな
い状態にして、 ボタンをク
リックします。

クリック

	 ボタンをクリックします。
インストールを開始します。

	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。

クリック

	 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。

Windows®98 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。

■ボタンについて

・アナログモード 1（MODE LED：赤色に点灯）のとき
　4 軸 16 ボタン（POV 付）
前面

左スティック
（XY、押し込み⑨ボタン）

①ボタン
②ボタン

④ボタン
③ボタン

方向キー
（POV､
	デジタル
	8方向）

右スティック
（XY、押し込み⑩ボタン）

⑭
ボタン

MODE
LED（赤色）

⑬ボタン

⑯ボタン

MODEボタン

⑫ボタン

AUTOボタン

⑪ボタン

⑮
ボタン

上面 ⑦ボタン ⑧ボタン

⑤ボタン ⑥ボタン

　　　

・アナログモード 2（MODE LED：オレンジ色に点灯）のとき
　2 軸 16 ボタン（POV 付）

左スティック
（X、押し込み⑨ボタン）

方向キー
（POV､
	デジタル
	8方向）

右スティック
（Y、押し込み⑩ボタン）

MODE
LED（オレンジ色）

MODEボタン

他のボタンはアナログモード1と同じです。

・デジタルモード（MODE LED：緑色に点灯）のとき
　2 軸 16 ボタン（POV 付）

左スティック
（XY、押し込み⑨ボタン）

方向キー
（1軸、
デジタル
	8方向）

右スティック
（XY、押し込み⑩ボタン）

MODE
LED（緑色）

MODEボタン

他のボタンはアナログモード1と同じです。
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■連射機能を使う
本製品には、AUTOモードと FULL	AUTOモードの2種類の連射機能があります。
・AUTOモードは、ボタンを押している間だけ連射します。
・FULL	AUTOモードは、ボタンから指を離しても連射を継続します。

本製品の①～⑯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
け連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

	・動作モードを変更しても、設定した連射機能は有効です。
	 ・AUTOモードとFULL	AUTOモードは、混在して設定できます。

AUTO モードの連射を有効にする

	 AUTOボタンを押しながら、すぐにAUTOモードの連射を有効にしたいボタ
ンを押します。

FULL AUTO モードの連射を有効にする

	 AUTOボタンを2秒以上押しながら、FULL	AUTOモードの連射を有効にし
たいボタンを押します。

連射を解除にする
有効にした連射を解除します。
AUTOモードの連射と FULL	AUTOモードの連射の解除方法は同じです。

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

■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 Vista®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。［ハードウェアと
サウンドをクリックし、［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®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「JC-U3016F」を選択し
て、 ボタンをクリックします。
「JC-U3016Fのプロパティ」画面が表示さ
れます
	
「JC-U3016F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。

1～16の各ボタンを押すと、それぞれの数字が光ります。

	
左右スティックの中心が合わない場合は、「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、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコン
のUSBポートに接続しなおしてください。

	［バイブレーション］タブでは、振動時間や強さを指定した振動のテストができ
ます。 	 	 をクリックすると、本製品がモーターがそ
れぞれ振動します。振動を停止するには、 をクリックします。

振動する大きさを設定します。

振動を停止します。

チェックすると振動しません。

振動させるモーターをクリックします。

振動する時間を設定します。

	 ボタンをクリックします。
「JC-U3016F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、ゲームのマニュ
アル等でご確認ください。

	3	 付	録
本製品の仕様やトラブルシューティングについて記載しています。

■仕様

対応機種
USBポートを装備している、Windows®	Vista（～SP1）、
XP（～SP3）、2000（～SP4）、Me、98が動作す
るPC/AT互換機

動作時機能

アナログモード1時：4軸、16ボタンのゲームパッド（POV付）

アナログモード2時：2軸、16ボタンのゲームパッド（POV付）

デジタルモード時：2軸、16ボタンのゲームパッド

振動機能 モータ	2個

外形寸法 約	幅 154mm×奥行62mm×高さ110mm

インターフェース USB

ボタン数 16

本体重量 約253g

ケーブル長 約180cm（コネクタ先端まで）

■トラブルシューティング
ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

DirectX のバージョンを確認してください。
表面に記載されている方法でDirectX のバージョンをご確認ください。

ゲームパッドが認識されているか確認してください。
「■コントロールパネルで確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われてい
るかをご確認ください。

別の USB ポートで動作するか確認してください。
別のUSBポートに変更して正常に動作するか確認してください。
正常に動作する場合は、元のUSBポートに問題がある可能性があります。また、パ
ソコンとゲームパッドの間にUSBハブを介して接続している場合は、USBハブを
使用せず、パソコンのUSBポートに直接ゲームパッドを接続してお試しください。

ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。
ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できな
い場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用
できるように設定を行ってください。

ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。
ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない（キーボード操作しかでき
ない）場合があります。

■ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ（ナビダイヤル）】
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～ 19:00
年中無休
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