
G923
レーシングホイールとペダル（PlayStation®5およびPlayStation®4用）

セットアップガイド
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重要なお知らせ安全性、コンプライアンスおよび製品保証
製品の使用前にマニュアルをお読みください

入力： 
AC 100V-240V、 
1.0A、50/60Hz

電源に関する警告! 電源は室内専用です。製品に同梱の電源
のみを使用してください。破損した電源の修理または使用
を試みないでください。電源を水に浸したり、酷使したり
しないでください。電源のケーブル、プラグ、筐体が破損
していないか定期的に点検してください。
電池に関する警告! 電池を適切に取り付けないと、漏れや
爆発、または人体損傷の危険性が生じます。充電式バッテ
リーを正しく扱わないと、火災または化学火傷の危険性が
生じます。電池は分解しないでください。また、導電性
材料、湿気、液体、54°C（130°F）を超える熱に曝さな
いでください。液漏れや変色、変形、その他の異常がバッ
テリーに見られた場合は、充電および使用しないでくだ
さい。バッテリーは放電状態や未使用状態のまま長期間放
置しないでください。ショートさせないでください。お使
いのデバイスには、交換のできない内蔵型の充電式バッテ
リーが入っている場合があります。電池の寿命は使用状態
によって異なります。動作しなくなった電池は、地域法に
従って廃棄してください。法律や規制による規定がない
場合、電子機器廃棄物としてデバイス処分してください。
お子様が電池を触らないようにしてください。
製品の安全な使用ガイドライン
• 電池の取り外しおよび交換時を除き、製品を開いたり改

造したりしないでください。
• 本製品を分解したり、修理を試みたりしないでくだ

さい。
• 本製品は、通常の操作状態および当然予測可能な操作状

態において安全です。
• 製品が適切に動作しない場合、ロジクールサポートまで

お問い合わせください。
• 点検や修理の場合は、メーカーに製品を戻してくだ

さい。
• 本製品はお子様用ではなく、14歳未満のお子様による使

用を意図されていません。

• 本製品を使用した長時間の反復運動により、手、手首、
腕、肩、首または背中の神経、腱または筋肉の損傷が起
こる場合があります。痛み、しびれ、脱力感、むくみ、
熱、けいれん、または凝りがある場合は有資格の医療従事
者の診断を受けてください。http://www.logicool.co.jp/
comfortにあるガイドラインをお読みください。

ロジクールのコンプライアンス｡製品の安全性、EMC、RF
およびエネルギーの情報については、www.logicool.co.jp/
complianceにアクセスしてください。製品のコンプライア
ンスに関してメンテナンスは必要ありません。
本製品は、EU、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、
インド、中国および台湾における、有害物質の使用制限 
(RoHS)、および電子機器と電気機器廃棄物の管理 (WEEE) 
に関連する法的規制に従っています。RoHSおよびWEEEに
関する情報については、www.logicool.co.jp/complianceを
ご覧ください。

電池、電子機器および電気機器は、家庭廃棄物と
共に処分してはいけません。環境および人々の健
康への悪影響を防ぐために、可能な限りそれらを
分離して、適切なリサイクル品収集場所に持参し
てください。詳細については、地方自治体また
は購入元にお問い合わせいただくか、あるいは
www.logicool.co.jp/recyclingをご覧ください。

ロジクール（Logicool）のハードウエア製品の限定保証
ロジクールは、購入日（または特定の管轄区域で義務づ
けられている場合は配送日から)、製品パッケージ 、保証
書および/またはwww.logicool.co.jpに記載された期間、
購入された製品の仕様に基づき、お使いのロジクール ハ
ードウェア製品に素材および施工の欠陥がないことを元
の購入者に保証します。この情報は、弊社のウェブサ
イト、support.logicool.co.jpのオンラインサポートセクシ
ョンでお使いの製品を選択して閲覧することもできます。
適用法によって禁じられている場合を除き、本保証は譲渡
不可であり、元の購入者および製品が購入された国に限定
されます。本保証はお客様に特定の法的権利を与えるも
のであり、お客様は、現地の法律によって異なる場合の
ある、より長期の保証期間を含めたその他の権利を有する
場合があります。

ユーザー登録について

商品に関するお問い合わせ

G923

620-008915.002

Logicool® G923 レーシングハンドル&ペダル

ユーザー登録は、弊社ホームページ
http://www.logicool.co.jp にてオンラインで受け付けております。

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本保証書は、お買い上げいただいた
製品の保証サポートをお受けになる際に必要ですので、大切に保管してください。保証規定については、
株式会社ロジクールのウェブサイトに掲載されている「ロジクールのハードウェア製品の限定保証」

（http://www.logicool.co.jp/warranty)又は製品に同梱されている保証規定をご覧ください。

お客様へ

株式会社ロジクール

この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

製品名

保証書

お客様

お名前 様

ご住所

電話
番号

保証期間 ご購入日から2年間

型　番

ご購入日 年　　　　　　 月　　　        　日

販売店名

〒

印

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

http://www.logicool.co.jp/support

USB

1

3

PS4™

PS5™

gaming.logicool.co.jp/support/G293-ps
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USB

PC

620-008914 003

G923 RACING WHEEL AND PEDALS
レーシングホイール & ペダル

ハードウェア切り替えスイッ
チをPS４™に切り替えるこ
とで本品をPlayStation®5

で使用することができます。
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接続および取り付け部
1 取り付け具
2 ケーブル管理クリート
3 シフトレバー接続（オプション）（DB-9オス）
4 USBケーブル
5 ペダルユニット接続（DB-9メス）
6 電源接続
7 ボルト取り付け部（M6X1ボルトを使用）

最適なケーブル ルーティング
USBおよびペダルケーブル（1、2）は内部チャンネルを通してルーティ
ングします。

電源およびシフトレバー ケーブル（オプション）（3、4）は外部チャンネ
ルを通してルーティングします。

ケーブルは、ケーブル管理クリートの周囲に複数回巻いてたるみを取る
ことができます。

2

3

4

1

5
6

7

14 2 3

43
2 1
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USB

PC

接続方法 
PlayStation®5、PlayStation®4 / PC
イラスト（右図）に示されているように、電源アダプターおよびUSBケ
ーブルを取り付けます。

レーシングホイールはシステムに接続する度に、自動で回転しキャリブ
レーションを実行してから正位置に戻ります。キャリブレーションが完
了するとホイールを使用することができます。

PCの場合、G923のホイールとペダルでフォース フィードバックとRPM 
LED機能を有効にするには、Logicool G HUBソフトウェアをインスト
ールする必要があります。gaming.logicool.co.jp/support/G923-ps
からダウンロードできます。

TRUEFORCEと高度な機能にはゲームの連携が必要です。対応ゲ
ームの一覧については、gaming.logicool.co.jp/support/G923-ps
をご覧ください。

USB

PS4™

PS5™

http://gaming.logicool.co.jp/support/G923-ps
http://gaming.logicool.co.jp/support/G923-ps
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取り付け具
G923レーシング ホイールには、テーブルに 
取り付けるための締め付け装置が内蔵されています。

クランプノブを下に押して回転させて、ロックとロック解除を
行います。

クランプノブを回転させることで、取り付け具を締めたり緩めたりす
ることができます。

メモ：
厚みのあるテーブルに取り付ける場合、クランプ エクステンダーは取
り外す必要があります。
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ボタン
1 スチール製パドルシフター
2 方向キー
3 L2ボタンおよびR2ボタン
4 L3ボタン*
5 +/-設定調整ボタン*
6 スチール製パドルシフター
7 Hボタン、Jボタン、Kボタン、Lボタン
8 共有/作成ボタン
9 R3ボタン*

10 24ポイント選択ダイヤルとボタン
11 オプションボタン
12 PS ボタン

*  PlayStation®5、PlayStation®4 の 対応ゲームが必要です。ゲーム内の割り当てまたはロジ
クールG HUBソフトウェアを使って、PC上のゲームで割り当てることができます。

2

3

5

4

1 6

7

8

10

11

9
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フォースフィードバック
レーシング ホイールにはデュアルモーターが含まれており、対応ゲー
ムとシステムで、 フォース フィードバックを提供します。

また、対応ゲームでは次世代のフォースフィード バックである
TRUEFORCEを体感することができます。

TRUEFORCEはゲーム内のアクションやオーディオと直接連携し、
高解像度かつリアルタイムなフォースフィードバックを実現します。
タイヤのグリップ、サスペンション、重量、馬力、さらにはユニークなエ
ンジン音の響きまでもを、ホイールを通じて即座にかつ精確に感じ取
ることができます。 

PlayStation®5、PlayStation®4およびPCの対応ゲームでは、高解像度
フォース フィードバックであるTRUEFORCEを実装できます。対応ゲー
ムの一覧については、gaming.logicool.co.jp/support/G923-psをご
覧ください

注：
レーシング ホイールには過熱保護回路が備わっており、高温での
動作状態から本体を保護します。稀に、コントロールが作動中でも、
フォース フィードバック機能使用中にシャットダウンする場合があ
ります。

これが発生した場合、ホイールを取り外すことでホイールの温度を
下げ、出力を下げます。これが頻繁に発生する場合、製品サポートまで
お問い合わせください。

http://gaming.logicool.co.jp/support/G923-ps
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機能
1 クラッチ ペダル
2 ブレーキ ペダル
3 アクセル ペダル
4 型押しヒールレスト

1 2 3

4
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5 ボルト取り付け部（M6X1ボルトを使用）
6 特許保護されたカーペットグリップ システム
7 カーペットグリップ リリースクリップ 

後方に押すと、ペダルユニットがリリースされます
8 ペダル面位置の変更（2.5mmの六角キーが必要）

5

6

7

8
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注：
デュアル クラッチ設定モード中は、LED Rev Indicatorはゲーム/SDK
には反応しません

デュアル クラッチ システムのセットアップ
1 左右スチールパドルシフターのL3ボタンとR3ボタンを同時に

2秒間長押しして、デュアルクラッチ設定モードに入ります。 
LED Rev Indicatorが青色に点灯し、ゆっくり点滅します：

ゲーム内のデュアル クラッチの使用
レースのグリッド スタートからデュアル クラッチ システムを使うこと
で、クラッチ ペダルのバイト ポイントを見つけることなくトラクショ
ンを最大限に高めることができます。これは、レースのスタート時に大
きなアドバンテージになります。
ゲーム内でデュアル クラッチ システムを使うには

1 レースのスタート時にクラッチ ペダルを完全に踏み込み、デュア
ル クラッチ機能に割り当てられているボタン（デュアル クラッ
チ ボタン）を押します（設定手順については11ページを参照して
ください）。

2 ギア アップ パドル（パドルシフター）を使ってローギアに入れて、
アクセル ペダルを完全に踏み込みます。

3 青信号が点灯してレースが開始したら、即座にデュアル クラッ
チ ボタンを放します。クラッチのバイト ポイントで車両が発進
します。

4 トラクションを最大限に高めるためには、足をクラッチ ペダルか
らスムーズに放します。この最後の手順を練習したり、バイトポイ
ント設定を何度か変更したりすることで、自身に最適な方法を見つ
けてください。この機能を使いこなすことができれば、スタート時
の順位がかなり変わってくるはずです。

注：
デュアル クラッチ機能に対応していないゲームもあります。デュアル 
クラッチ機能に対応しているゲームの一覧については、  
gaming.logicool.co.jp/support/G923-psをご覧ください

http://gaming.logicool.co.jp/support/G923-ps
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2 デュアル クラッチ ボタンとして設定したいボタンを押します。
これの唯一の有効なボタンは、L3ボタンとR3ボタンです。クラ
ッチ ポジション設定モード中は、LED Rev Indicatorが赤色に
点滅します。

3 選択したシミュレーションまたはゲームで車がまだトラック上に
ある間に、クラッチ ペダルとアクセル ペダルを完全に踏み込み
ます。ローギアに入れて、車両が走り出すまでマイナス ボタンを押
し続けます。クラッチのバイト ポイントは、プラス ボタンとマイナ
ス ボタンを使って正確に調整することができます。

4 調整したら、設定モードのままでデュアル クラッチをテストするこ
とができます。デュアル クラッチが満足のいくパフォーマンスにな
るまで、発進、停止、バイト ポイントの調整を繰り返すことをお勧
めします。

5 24ポイント セレクター中央の選択ボタンを押して、デュア
ル クラッチ設定モードを終了します。設定が保存されると、 
LED Rev Indicatorが緑色から青色の順で点滅します。その後
LED Rev Indicatorは消灯し、対応ゲームのRPM出力に再び反応
し始めます。
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デュアル クラッチ システムのリセット
左パドルシフター、右パドルシフター、□ボタンを2秒間押し続
けます。

デュアル クラッチ システムがリセットされると、すべてのLED Rev 
Indicatorが4回点滅し、その後消灯します。

デュアル クラッチ システムに割り当てられたL3ボタンまたはR3ボタ
ンが通常の機能に戻ります。

LOGICOOL G HUBの使用
Logicool G HUBを使用すると、G923で次の機能が有効になります。

• ゲームにリンク可能なプロファイルをボタンにプログラムする。
• 回転角やTRUEFORCE強度などのホイール設定を調整する。
• 各種ボタン、ホイール、ペダルの機能をテストする。

G HUBホイール設定
感度

ホイールの出力反応を変更し、感度を増減させます。このスライダーを
50%にすると、リニアな1:1出力になります。51%～100%にすると、
ホイール中央付近の感度が上がります。0%～49%にすると、ホイール
中央付近の感度が下がります。

動作範囲

G923は最大900度の回転に対応しています。この設定を下げると、
ホイールが最大切れ角に達するまでのポイントが変わります。これは、 
Formula 1やGT3などの切れ角が小さい車両を運転する場合に特に
役立ちます。

センタリング スプリング（フォース フィードバックのないゲー
ム向け）

フォース フィードバックに対応している大半のゲームは、すでに仮想車
両に基づいてG923の正しく中央に戻る機能をモデリングしています。
このようなゲームの場合は、センタリング スプリング オプションは無
効にすることをお勧めします。

センタリング スプリング オプションを有効にすると、ゲームの機能を
オーバーライトし、スライダーを使って中央に戻る力の強度を調整する
ことができます。

トルク

TRUEFORCE対応ゲームでのみ使用できます。トルクは、G923の全体
的なフォース フィードバックの強度を制御します。
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オーディオ効果

TRUEFORCE対応ゲームにのみ利用可能です。TrueForce対応ゲーム
のプレイ時に、オーディオ関連の効果（エンジン音やランブル ストリ
ップスなど）の全体的な強さを制御できます。

TRUEFORCEに対応していない古いゲームでG923を使用している場
合は、フォース フィードバックの調整はゲームの設定メニューで行うこ
とができます。

G HUBペダル設定
感度

ペダルの出力反応を変更し、感度を増減させます。このスライダーを
50%にすると、リニアな1:1出力になります。51%～100%にすると、
ペダルの初動付近の感度が上がります。0%～49%にすると、ペダル
の初動付近の感度が下がります。

組み合わせペダル

チェックを付けると、アクセルとブレーキペダルが1つの軸の二等
分になるように設定されます。これによって、複数ペダルに対して別々
の軸をサポートしていない古いレーシングゲームでペダルが正しく動作
します。

注：
最新のレーシングゲームの場合は、このオプションがチェックされて
いるとペダルが正しく動作しません。もし、片方のペダルだけが踏むと
加速し、放すとブレーキがかかるような機能を持っている場合は、この
オプションのチェックを外す必要があります。

質問がある場合：
詳細については、gaming.logicool.co.jp/support/G923-psにアクセ
スするか、またはカスタマー担当者までお問合せください。

ホイールとペダルのテスト
G HUBのホイールとペダルの画面では、すべてが正しく機能しているこ
とを確認するためにG923のすべてのボタンと軸をテストすることがで
きます。ホイールに関しては、変更した動作範囲の効果を確認すること
もできます。

http://gaming.logicool.co.jp/support/G923-ps
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