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Xbox 360® Controller for Windows®
Xbox 360 Controller for Windows （以下、コントローラー） をお買い上げいただきあ
りがとうございます。はじめに、この取扱説明書をよくお読みください。Xbox 360 でコ
ントローラーを使用する場合は、Xbox 360 本体の取扱説明書をお読みになって、安全性の
ための重要なお知らせを必ずご覧下さい。小さいお子様がご使用になる場合は、保護者の方
がこの取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。お読みになった後は、いつで
も見られる場所に大切に保管してください。

【内容物】 
●コントローラー本体　　　　　　　　 　　　　　1
●ソフトウェアCD-ROM　  　　　　　　　　　　1
●取扱説明書　　　　　　　　　　　　　　　　 　1
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各部の名称 

コントローラー 
コネクター

クイック リリース 
コネクター

  右トリガー
(アナログ)左トリガー

(アナログ)

Xbox ガイド ボタン

BACK ボタン

LB ボタン RB 
ボタン

START 
ボタン

左スティック
(アナログ)
/左スティック 
ボタン

方向パッド

右スティック (アナログ)
/右スティック ボタン 

X ボタン

Y ボタン
B ボタン
A ボタン

リング ライト 
(4 分割されており、それぞれをクアドラントと呼びます)

注: コントローラーのイラストは実物と一部異なります。

拡張端子

コントローラー 
ケーブル (3 m)
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Xbox 360 Controller for Windows ソフトウェアを
インストールする 
Xbox 360 Controller for Windows ソフトウェアにより、コントローラーを Windows XP、
Windows Vista、Windows 7 対応 PC （以下、PC) で動作させることが可能になります。

コントローラーを PC で使用する前に、ソフトウェアをインストールする必要が
あります。

ソフトウェアをインストールするには

ソフトウェア CD を PC の CD ドライブに挿入します。セットアップ画面のセットアップ 
ウィザードの指示に従います。プロンプトが表示されたら、コンピューターを再起動します。

セットアップ画面が自動的に表示されない場合は、次の操作を行ってください。

Windows XP (Service Pack 2 以上 ) の場合、［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。

Windows Vista® または Windows 7 の場合、［スタート］ メニューから ［すべてのプロ
グラム］、［アクセサリ］、［ファイル名を指定して実行］ の順にクリックします。

次に、「<ドライブ名>:setup」と入力します *。たとえば、CD ドライブが E ドライブの
場合、「e:setup」と入力します。

セットアップ画面のセットアップ ウィザードの指示に従います。

*Windows Vista または Windows 7 の場合、［スタート］ メニューの ［プログラムとファ
イルの検索］ に「<ドライブ名>:setup」と入力して、セットアップ画面を起動すること
もできます。

X
ラ
を
X
P
確
認

W
ニ

W
ン
て

3
取

  注意 

X114655502MNL.indd   4 11-1-7   上午11:53



 5

プ 

を

ロ

の

  注意 

コントローラーを PC に接続する 
Xbox 360 Controller for Windows ソフトウェアをインストールしたら、後はコントロー
ラーを PC の USB ポートに接続するだけです。取り外す際は、コントローラー コネクター
を引き抜きます。ケーブルではなく必ずコネクターを引っ張るようにしてください。
Xbox 360 Controller for Windows ソフトウェアをインストールし、コントローラーを 
PC の USB ポートに接続した後、次の操作によってコントローラーが動作していることを
確認できます。ご使用のゲームが Xbox 360 コントローラーに対応しているかどうかを確
認するには、ゲームの取扱説明書をご覧ください。

Windows XP (Service Pack 2 以上 ) または Windows Vista の場合、［スタート］ メ
ニューから ［コントロール パネル］、［ゲーム コントローラ］ の順にクリックします。

Windows 7 の場合、［スタート］ メニューから ［コントロール パネル］、［デバイスとプリ
ンター］ の順にクリックします。[Xbox 360 Controller for Windows] を右クリックし
て、［ゲーム コントローラーの設定］ をクリックします。

コントローラーを Xbox 360 本体に接続する 

コントローラーを Xbox 360 本体に接続するには、コントローラー コネクターを Xbox 
360 本体前面のいずれかの USB 端子 （またはコントローラー端子） に差し込みます。
取り外すには、コントローラー コネクターを USB 端子から引き抜きます。ケーブルではな
く必ずコネクターを引っ張るようにしてください。

指や金属がコントローラー コネクターの端子や Xbox 360 本体の USB 端子に触れ
ないようにしてください。コントローラーや Xbox 360 本体が損傷する可能性があり
ます。
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  警告 

コントローラーを使用する 
Xbox ガイド ボタン
コントローラーの中央に Xbox ガイド ボタンと呼ばれるボタンがあります。このボタンを
1 秒以上押すことで Xbox 360 本体の電源を入れることができます。また、すでにXbox 
360 本体の電源が入っている場合は Xbox ガイドが表示されます。Xbox ガイド ボタン
の詳細については、Xbox 360 本体の取扱説明書をご覧ください。

リング ライト 
Xbox ガイド ボタンは、リング ライトで囲まれており、リング ライトは 4 つのクアドラント
で構成されています。コントローラーを接続すると、4 つのクアドラントのいずれか 1 つが
点灯し、自分のコントローラーが何番に接続されたのかが分かります。

Xbox 360 本体の電源を入れる 
Xbox 360 本体の電源を入れるには、コントローラーの START ボタンまたは Xbox 
ガイド ボタンを 1 秒以上押します。 

ゲームでコントローラーを使用する 
ゲームでコントローラーを使用する場合は、ゲームの取扱説明書をご覧ください。 

拡張端子を使用する 
拡張端子に、Xbox 360 ヘッドセット (別売り) などのアクセサリーを接続できます。詳細は
各アクセサリーの取扱説明書をご覧ください。

大音量でヘッドセットを使用すると、一時的または継続的に聴力が低下することがあり
ます。指定外のヘッドセットは、Xbox 360 指定ヘッドセットより大きな音量になる
ことがあります。

ク

ル

備
3
が
使

ネ
ク

X114655502MNL.indd   6 11-1-7   上午11:53



 7

を
x 
ン

ト
が

x 

は

クイック リリース コネクター

コントローラー ケーブ
ルには、クイック リ
リース コネクターが装
備されています。クイック リリース コネクターは、ケーブルが引っ張られたとき、Xbox 
360 本体または PC の落下をできるだけ防ぐためのものです。Xbox 360 本体または PC 
が損傷する危険性を減らすには、コントローラーとクイック リリース コネクターを適切に
使用することが重要です。通常、コントローラーの接続、取り外しは、クイック リリース 
コネクターではなくコントローラー コネクターで行ってください。クイック リリース コ
ネクターが外れた場合には、両コネクターの印を合わせてはめるだけで再接続できます。クイッ
ク リリース コネクターがきちんと接続されていないと、コントローラーは動作しません。

クイック リリース コネクターは、テープで留めたり接着剤で固定したりしないでください。
クイック リリース コネクターにより、Xbox 360 本体が引っ張られて落下する危険
性は減りますが、まったくなくなるわけではありません。危険性をさらに減らすには、
次の点に留意してください。
･ Xbox 360 本体が動くほど強くコントローラーやコントローラー ケーブルを
引っ張ることは止めてください。 
･ コントローラー ケーブルが互いにからみ合わないようにしてください。 

コントローラーが動作しないなど、不具合が生じた場合でも、Xbox 360 本体、AC 
アダプター、アクセサリーなどを分解、補修、改造することは絶対にしないでください。
感電や火災による死亡や大けがの原因となります。

  警告 

  警告 
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お問い合わせ先 

日本マイクロソフト株式会社
Xbox® カスタマー サポート 0120-220-340 
お使いの電話によってはご利用できない場合があります。 
詳しくは次の URL をご覧ください。http://www.xbox.com/jp/support/ 
受付時間 10:00 ～ 18:00 （日祝祭日を除く） 

光の刺激による発作について 

ごくまれに、ゲームの中の強い光、光の点滅、パターンなどにより、発作を起こすことが
あります。
この発作には、筋肉のけいれんや引きつけ、自覚の一時的な喪失のほか、めまい、吐き気、
疲労感、乗り物酔いのような症状などがあります。また、発作を起こした際に転倒などして、
けがをすることもあります。
このような症状を感じた場合には、すぐにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。
保護者の方は、ゲームをしているお子様に注意を払ってください。年少者は、このような
発作を起こしやすい傾向にあります。
あなたやご家族、ご親戚の中に、ゲーム中、またはそれ以外の状況で、過去にこの種の発作
を起こした人がいる場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。

ゲームをするときは、次のことに注意しましょう。
・ テレビから離れて座る
・ 画面の小さいテレビを使う
・ 明るい部屋でゲームをする
・ 疲れているときや眠いときはゲームをしない
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筋骨格障碍について 
コントローラー、キーボード、マウスなどの使い方を間違うと、けがや疾患につながる可能
性があります。
ゲームをプレイするときは、ほかの遊びやスポーツと同様に、手、腕、肩、首などに痛みや
不快感を感じることがあります。ただし、このような痛み、不快感、しびれ、焼けるような
感覚、凝り感といった症状が出た場合は、そのままの状態で放置せず、すぐに医師の相談を
受けてください。（ゲームをプレイしていないときに症状が現れる場合も同様です）。これら
の症状は、神経、筋肉、腱、血管などを含む筋骨格系の重大な病気や疾患 (MSD: 筋骨格系疾
患） の原因になる可能性があります。筋骨格系疾患 (MSD: Musculo Skeletal Disorder) 
には、手根管症候群、腱損傷、腱鞘炎、振動症候群などがあります。
MSD については解明されていない問題も数多くありますが、一般的に、さまざまな要因 
（医学的条件、ストレスとその解消方法、全般的な健康状態、作業 （ゲームプレイ） を行う
ときの姿勢など） が MSD の発症に関連すると考えられています。一部の研究結果では、作
業 （ゲームプレイ） の持続時間も MSD の発症要因になると示唆されています。 
MSD 発症などの危険を抑えながら快適にゲームをプレイするためのガイドラインは以下に
なります。 
・ 無理な姿勢を取らず、自然かつ楽な姿勢でゲームをプレイする 
・ 体に不要な力を入れない 
・ 適度な休憩を取る 
・ 健康的な生活習慣を保つ 

このガイドでは、MSD の危険を回避できるようにゲームのプレイ環境を整えたり、適切な
習慣を身に付けたりする方法を説明します。一方、MSD の発症にはさまざまな要因が関連
するため、MSD の危険を回避または軽減するすべての方法を示すことはできません。つまり、
以下のガイドラインは人によって MSD の回避に役立つこともあれば、効果がないことも
あります。ただし、これらのガイドラインや注意事項に従えば、ゲームを快適に楽しめる
可能性が高くなることは確実です。なお、このガイドの内容は医者や健康管理者のアドバイス
の代わりにはなりません。あなた自身の生活習慣や健康状態が MSD とどのように関連
するかについては、適切な健康管理者や医者に個別に相談してください。
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規制情報 
この装置は、一般財団法人 VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に
近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
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に

このドキュメントに含まれる情報は、URL やその他のインターネット Web サイトの参照も
含めて、通知なしに変更されることがあります。特に断りがない限り、このドキュメントで
例として示される会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、
およびイベントは架空のものであり、実際の会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール 
アドレス、ロゴ、人物、場所、およびイベントとは関係ありません。ユーザーには、該当する
すべての著作権法に従う責任があります。マイクロソフトの書面による明示的な許諾がある
場合を除き、著作権による権利の制限を受けずに、このドキュメントのいかなる部分も、
いかなる形式、いかなる手段 （電子的方法、機械的方法、写真、録音など）、またいかなる
目的でも複製、検索システムへの格納または導入、および転送することはできません。

マイクロソフトは、このドキュメントに含まれる対象に関連して特許、特許出願、商標、著
作権、またはその他の知的財産権を有している場合があります。マイクロソフトの書面による
使用許諾契約に明示的に示されない限り、このドキュメントの提供によって、それらの特許、
商標、著作権、またはその他の知的財産権に対する使用許諾が与えられることはありません。

© 2011 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xbox 360 ロゴ、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国
およびその他の国における登録商標または商標です。
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