
Besavior ユーザーマニュアル 

Besavior の４つの背面ボタンの初期設定は P1=R1、P2=R2、P3=L1、P4=L2 となって

おり、それぞれの機能は OLED ディスプレイから設定できます。 

 

 

1. サードパーティ製の USB デバイスで PS5 のゲームをプレイする場合 

サードパーティ製の USB デバイスを Besavior の拡張ポートに接続することで（付属の

OTG ケーブル経由）、PS5 の全てのゲームを操作できます。手順は以下の通りです： 

１：サードパーティ製の USB デバイスを付属の OTG ケーブルに接続します。XIM のよ

うなキーボード・マウス用アダプターの場合は、最初にキーボード、マウス、コントロー

ラーを XIM に接続し、次に XIM を OTG ケーブルに接続します。 

２：OTG ケーブルを Besavior の USB デバイス拡張ポートに接続します。 

３：Besavior を装着したコントローラーの USB ケーブルを PS5 本体の USB ポートに接

続します（前面 USB ポート推奨）。なお、Besavior を装着したコントローラーを、USB

ケーブルで 5V 3A の充電器やモバイルバッテリーに接続してコントローラーの HOME ボ

タンを押すと、PS5 本体と Bluetooth で無線接続することもできます。 

４：Besavior を装着したコントローラーが、USB ケーブル又は Bluetooth で PS5 本体に
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接続されると、サードパーティ製の USB デバイスで操作できるようになります。 

追記：付属の OTG ケーブルは電源供給にも使用できます。 

 

 

2. サードパーティ製の Bluetooth デバイスで PS5 のゲームをプレイする場合 

この機能はディスプレイの Bluetooth 設定で有効にします。詳細は機能説明の第 7 項

「Bluetooth」をご参照ください。 

 

3. ディスプレイでの設定画面の起動と終了 

１：コントローラーを ON にすると（HOME ボタンを押すか、USB ケーブルを接続する

と）、OLED ディスプレイに と表示され、2 秒後に自動で消えます。 

２： を押すと設定モードに入ります（デフォルトでは最初に「キーマッピング」が表
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示されます）。この時、コントローラーは設定モードになっているためゲームの操作はで

きません。 

３：  を⾧押しすると、ディスプレイ表示が消えて設定モードが終了します。これでゲ

ームを操作できます。 

４：デフォルトでは、最初に表示される機能は「キーマッピング」になっています。コン

トローラーの  で他の機能を選択できます。現在、選択可能な機能は以下の通りです： 

 

今後のアップデートでさらに機能が追加される予定です。 

５：ディスプレイに表示される各アイコンの機能： 

（コントローラーの各ボタンが各アイコンに対応しています） 

 

 

4：機能説明 

1. キーマッピング 

この機能では、ボタン配置をカスタマイズできます。コントローラーでよく使うボタンを

背面ボタンに割り当てたり、ボタン同士を入れ換えたりすることができます。設定方法は

以下の通りです： 

キーマッピング 連射 自動連射 同時押し 学習機能 

Bluetooth 言語 出荷時設定リセット 設定パターン 
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A：ディスプレイに「キーマッピング」が表示されたら を押します。ディスプレイの表

示内容と操作手順は以下の通りです： 

 

B：同じ手順で、その他のボタンも同様にマッピングできます。 

C：設定完了後、  を押すと前のメニューに戻ります。もう一度  を押すとディスプ

レイの表示が消えて設定モードが終了し、ゲームが操作できるようになります。 

 

２：連射 

この機能では、各ボタンの連射機能をカスタマイズできます。設定方法は以下の通りで

す： 

A： を押して設定モードに入ります。コントローラーの  を使って「連射」を選び、

を押します。ディスプレイの表示内容と操作手順は以下の通りです： 

        

この表示は、X ボタンを背面ボタン P1 に割り当てたことを意味します。 

つまり、P1 ボタンを押すと X ボタンを押したことになります。 

このボタンはコントロー

ラーの十字キーの上下で

変えられます。 

左側のボタンを選択したら、 

十字キーの左右で次の操作に 

映ります。 

このボタンはコントローラーの十字キー

の上下で変えられます。  は 

割り当て無しを意味します。 



 

B：同じ手順で、その他のボタンにも同様に連射機能を設定できます。 

C：設定完了後、  を押すと前のメニューに戻ります。もう一度  を押すとディスプ

レイの表示が消えて設定モードが終了し、ゲームが操作できるようになります。 

 

３：自動連射 

この機能では、ボタンを押して離すと、そのボタンの連射が維持されるように設定できま

す。設定方法は以下の通りです： 

A： を押して設定モードに入ります。コントローラーの  を使って「自動連射」を

選び、 を押します。ディスプレイの表示内容と操作手順は以下の通りです： 

この表示は、毎秒 25 回の速度の連射を 

L2 ボタンに設定したことを意味します。 

このボタンはコントローラー

の十字キーの上下で変え 

られます。 

左側のボタンを選択したら、 

十字キーの左右で次の操作に 

移ります。 

この数値 (1 秒間の連射回数) は 

十字キーの上下で変更できます。 

OFF にすると連射機能無しになります。 



 

B：同じ手順で、その他のボタンにも同様に自動連射機能を設定できます。 

C：設定完了後、  を押すと前のメニューに戻ります。もう一度  を押すとディスプ

レイの表示が消えて設定モードが終了し、ゲームが操作できるようになります。 

 

４：同時押し 

この機能では、トリガーとなるボタンを 1 つ設定し、そのボタンを押すと複数のボタンが

同時押しされるようになります。設定方法は以下の通りです： 

A： を押して設定モードに入ります。コントローラーの  を使って「同時押し」を

選び、 を押します。ディスプレイの表示内容と操作手順は以下の通りです： 

この表示は、毎秒 25 回の速度の連射を L2 ボタンに設定したことを意味します。 

P2 ボタンを押して離すと、P2 ボタンを自動的に連射し続けます。 

このボタンはコントローラー

の十字キーの上下で変え 

られます。 

左側のボタンを選択したら、 

十字キーの左右で次の操作に 

移ります。 

この数値 (1 秒間の連射回数) は 

十字キーの上下で変更できます。 

OFF にすると自動連射機能無しに 

なります。 



 

B：同じ手順で、その他のボタンにも同様に同時押し機能を設定できます。 

C：設定完了後、  を押すと前のメニューに戻ります。もう一度  を押すとディスプ

レイの表示が消えて設定モードが終了し、ゲームが操作できるようになります。 

 

５：学習機能 

この機能では、一連の操作を記録し、その操作のトリガーボタンを設定できます。トリガ

ーボタンを押して離すと、記録した操作が自動的に実行されます。この操作の実行は単発

かリピートのどちらでも設定できます。設定方法は以下の通りです： 

A： を押して設定モードに入ります。コントローラーの  を使って「学習機能」を

選び、 を押します。ディスプレイの表示内容と操作手順は以下の通りです： 

１：学習機能を初めて設定される際は何も記録されておらず、表示は以下の様になりま

す： 

この表示は、R3 ボタンを押すと X、〇、十字キー右、R1 ボタン

が同時押しされるよう設定したことを意味します。 

これは同時押しのトリガーボタンに

なります。コントローラーの十字 

キーの上下で変更できます。 

左側のボタンを選択したら、 

十字キーの左右で次の操作に移ります。 

これらのボタンは十字キーの上下で変更できます。 

はボタン設定無しを意味します。 



 

２：記録内容がある場合、表示は以下の様になります： 

 

３：記録内容の実行 

記録を完了し、 又は を設定した後、ディスプレイ表示が消えるまで  を押します。

トリガーボタンを押すとループが開始します。トリガーボタンをもう一度押すとループが

停止します。 

４：記録内容の変更 

記録されている操作が無い場合、このアイコンは変更できません。 
何らかの操作を記録したら変更できるようになります。 

これはトリガーボタンになります。 
記録完了後、このボタンで操作を 

実行します。このボタンは十字キー
の上下で変更できます。 

この項目は十字キーの左右で選択できます。 
このアイコンは記録がまだ開始していないことを意味します。
✔を押すと記録が開始します。 

画面表示： 

記録モードはゲームプレイ中でも起動できます。 
3,8400 という数値は記録可能なスペースの残量を表しています。 
この数値は操作が実行されるたびに減少します。 
操作の記録が完了したら、 を押して記録モードを終了します。 

このアイコンは記録内容の
削除に使用します。 

何も記録されていない場合
は使用できません。 

記録内容がある場合、この機能は使えません。 
既存の記録内容を削除すると、こちらから 

新たに記録を開始できます。 

記録内容がある場合、このアイコン
を選択して✔を押すと記録内容を 
削除できます。 

十字キーの上下でこの設定を切り替えることができます。各設定の意味は以下の通りです。 

記録内容は一時停止しており実行できません。 

記録内容は単発で実行されます。リコイル制御や同時押しに適しています。 

記録内容が実行され続けます。自動ループに適しています。 



新たに操作を記録するには、既存の記録内容を削除する必要があります。 

Ｂ：操作は 1 つの設定パターンにつき 1 セットしか記録できません。（Besavior には 4

つの設定パターンがあるため、合計で 4 セットの操作が記録できます。なお、記録可能な

時間は 1 セット目が最も⾧くなっています）。 

C：設定完了後、  を押すと前のメニューに戻ります。もう一度  を押すとディスプ

レイの表示が消えて設定モードが終了し、ゲームが操作できるようになります。 

 

６：設定パターン 

機能の設定は複数パターン保存することができ、パターンを切り替えるだけで各設定の内

容が使用できます。使用方法は以下の通りです： 

A： を押して設定モードに入ります。コントローラーの  を使って「設定パターン」

を選び、 を押します。ディスプレイに  が表示されます。 

B：コントローラーの  で 4 つの設定パターンを切り替えることができます。  を

押すと前のメニューに戻ります。もう一度   を押すとディスプレイの表示が消えて設

定モードが終了し、ゲームが操作できるようになります。 

 

７：Bluetooth 

この機能では、Besavior が装着されたコントローラーにサードパーティ製のコントロー

ラーを Bluetooth 接続することで、サードパーティ製コントローラーで PS5 のゲームが

プレイできるようになります。使用方法は以下の通りです： 

A： を押して設定モードに入ります。コントローラーの  を使って を選

び、 を押します。ディスプレイに  が表示されます。 OFF 



B：  で  と  を切り替えます。  を押すと前のメニューに戻りま

す。もう一度   を押すとディスプレイの表示が消えて設定モードが終了します。これ

でサードパーティ製のコントローラーが Bluetooth で Besavior に接続され、PS5 のゲー

ムを操作することができます。 

C：Besavior が装着されたコントローラーの電源を切ると、Bluetooth も OFF になりま

す。サードパーティ製コントローラーを再度 Bluetooth で接続されたい場合は、この設定

を再度 ON にする必要があります。 

コントローラーをペアリングモードにする方法は以下の通りです： 

 

OFF ON 

DualSense (PS5/PS4 コントローラー) 

 を⾧押しすると 
ランプが 2 回点滅します。 



 

 

 

８：言語 

この機能では言語を切り替えることができ、Besavior の各機能をより簡単にご使用いた

だけます。設定方法は以下の通りです： 

A： をして設定モードに入ります。コントローラーの  を使って「言語」を選び、

を押します。ディスプレイに  が表示されます。 

B：コントローラーの   で   と   を切り替えることができます。

 を押すと前のメニューに戻ります。もう一度  を押すとディスプレイの表示が消え

Xbox One X・S / Elite コントローラー 

Switch Pro コントローラー 

を⾧押しすると 
ランプが素早く点滅します。 

を⾧押しするとコントローラー下部のランプが 
点滅します。ペアリングが成功したらコントローラー

上部のボタンを離します。 



て設定モードが終了し、ゲームが操作できるようになります。 

 

9：出荷時設定リセット 

この機能では、現在選択している設定パターンの内容を工場出荷時の状態にリセットでき

ます。別の設定パターンをリセットしたい場合は、リセットしたいパターンを「設定パタ

ーン」画面で選択した上でリセット操作を行います。リセット方法は以下の通りです： 

Ａ： を押して設定モードに入ります。  を使って「出荷時設定リセット」を選び、

を押します。ディスプレイにリセットアイコン  が表示されます。 

Ｂ： を押します。リセットが成功すると  が表示されます。  を押すと前

のメニューに戻ります。もう一度   を押すとディスプレイの表示が消えて設定モード

が終了し、ゲームが操作できるようになります。 

 

5：Besavior のアップデート方法 

１：コントローラーを OFF にします（HOME ボタンを 15 秒⾧押し）。 

 

２：ケーブルで Besavior の Type-C 拡張ポートから Windows PC の USB ポートに接続

します。 

HOME ボタンを 15 秒⾧押し 



 

３：＜forum.beloader.com＞の「Besavior」セクションにて、該当のアップデートチュー

トリアルとファームウェアを見つけてください。（ここをクリック） 


