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セットアップガイド

■はじめに

このたびは 11 ボタン USB ゲームパッド JC-U911V 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。

■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。

 ［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。

 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

本製品のドライバをインストールする手順について説明します。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。

 必ず、ドライバをインストールしてから本製品を取り付けてください。誤って
インストール前にパソコンに本製品を接続したときは、表示されている USB
デバイスのインストールをキャンセルして本製品を取り外し、ドライバをイン
ストールしてください。

 USB デバイスのインストールが自動的に完了してしまった場合は、本製品を一
度パソコンから取り外して本製品のドライバをインストールし、パソコンの再
起動後に本製品を接続しなおしてください。

 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。

 ［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［E:\Setup.exe］と入力し（CD-
ROM ド ラ イ ブ が E ド ラ イ ブ の 場 合）、

ボタンをクリックします。

 「E」は CD-ROM ドライブが「E」ドライブの場合です。お使いの CD-ROM ドライ
ブにあわせて読み替えて入力してください。

 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。
ドライバがインストールされます。

クリック

 ボタンをクリックします。

■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。

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

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。

 ボタンをクリックします。

 「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。

 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。

 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。

 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

クリック
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クリック

クリック

クリック



■ボタンについて

本製品がパソコンに接続されると LED が点灯（赤色）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「JC-U911V vibration game pad」を選択して、「プロパ
ティ」ボタンをクリックします。

「JC-U911V vibration game pad のプロパティ」画面が表示されます。

 「JC-U911V vibration game pad 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。

 ［Test］タブでは、各ボタンの動きを確認できます。

方向キーの動きを表示します。

1 ～ 11 の各ボタンを押すと、それぞ
れの数字が光ります。

 ［Vibration Test］タブでは、振動のテストができます。

振動テストするコイルを選択します。
両方（Both）、左のみ（Left）、右のみ

（Right）から選択してください。

振動テストする大きさを指定します。

振動テストする時間を指定します。
初期値は 1 秒です。

クリックすると、上記内容で振動し
ます。

振動中にクリックすると、テストを
中止します。

 ［Settings］タブは使用しません。

 ［About］タブでは本製品のドライバのバージョンを確認できます。

 ボタンをクリックします。
「JC-U911V vibration game pad 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。
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・ 本セットアップガイドの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・ 本セットアップガイドの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを

禁止させていただきます。
・ 本セットアップガイドの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不

審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
・ 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があり

ます。
・ 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかね

ますのでご了承ください。
・ 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為

法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・ Microsoft®、Windows®、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本セットアッ

プガイドに記載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標
です。

©2003 ELECOM Co., Ltd. All Right Reserved.  


