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Chapter

インターネットへの接続が失敗した。

Macダイヤルアップについて

Windowsダイヤルアップについて

EMOBILE HW ユーティリティを起動する前に本体をパソコンに接続してください。
「Macintosh HD」 > 「アプリケーション」 > 「EMOBILE HW ユーティリティ」をダブルクリッ
クし、EMOBILE HW ユーティリティを起動させることができます。

デスクトップ上の
（ショートカットアイコン）をダブルクリックして、
EMOBILE HW ユーティリティを起動することがきます。
また、Windows Vistaをお使いの場合、本製品接続後、「自動再生」の画面が表
示されることがありますが、「AutoRun.exeの実行」をクリックするとユーティリティが起
動します。
Windows XPをお使いの場合、本製品をパソコンに接続すると自動的にEMOBILE
HW ユーティリティが起動します。
EMOBILE HW ユーティリティのメイン画面は次の通りです。
て、ダイヤルアップ接続することができます。

8

* 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、
表示される名称は異なります。
EMOBILE HW ユーティリティのメイン画面は次の通りです。
ダイヤルアップ接続することができます。

をクリックして、

をクリックし

サービスエリア内であることをご確認ください。
・ 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、
もう一度接続してください。
・ 時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくして
からもう一度接続してください。
Windowsの場合、ネットワークの関連設定を確認する手順。
1. メイン画面より、
2.

をクリックします。

をクリックします。

3. ナビゲーションツリーの「設定管理」をクリックし、各設定が正しく設定
されていることを確認してください。
Macの場合、ネットワークの関連設定を確認する手順。
1. メイン画面より、

をクリックします。

2. アクセスポイント名（APN）が正しく設定されているかどうかをご確認く
ださい。
ダイヤルアップ中に本画面にて、現在の接続に関する接続時間や送受信データ量
などの情報を見ることができます。
をクリックすると接続を終了します。
* EMチャージをご利用の方は取扱説明書の27ページをご覧ください。

ダイヤルアップ中に本画面にて、現在の接続に関する送受信データ量、レートなどの情
報を見ることができます。
をクリックすると接続を終了します。
* EMチャージをご利用の方は取扱説明書の42ページをご覧ください。

通信がすぐに切れる。
1. 本製品とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。
2. 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してく
ださい。

Chapter
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Macへのセットアップ
EMOBILE HW ユーティリティを使用してネットワークへの接続や設定を行うことがで
きます。
注意
インストール中に、本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われ
ない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあ
ります。

1
2
3
4
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3. 本製品をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
4. 上記の操作を行ってもなお接続できない場合、本製品を取り外してパソ
コンを再起動し、もう一度接続してください。

故障と思われる前に
パソコンが本製品を認識しない。

1
2

本製品が正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。
本製品をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続
してください。
Windowsの場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを
確認してください。

パソコンの電源を入れ、OSを起動します。

1. 「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」
を選択します。「システムの詳細設定」を
クリックすると、「システムのプロパティ」の
画面が表示されます。「ハードウェア」のタ
ブを選択し、左の画面を表示します。

本製品をパソコンに接続します。
デスクトップに
アイコンが表示され、
「EMOBILE_UTILITY」フォルダが自動的に開
きます。

通信速度が遅く感じる。
電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してくださ
い。
回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。

PINコードを忘れた。
PINロック解除コードを知らない。
EM chipが完全ロック状態である。
ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

EM chipが認識されない。

「EMOBILE HW ユーティリティ」をダブルクリッ
クすると、インストールが始まり、左の画面が
表示されます。「続ける」をクリックします。
「インストール先を選択」の画面が表示されま
す。インストール先ボリュームを選択した後、
「続ける」をクリックします。

2. 「デバイスマネージャ」をクリックし、線で囲
まれたデバイスが表示されることを確認し
てください。（COMポートの番号はお使い
のパソコンの環境によって異なります。）

1. EM chipが正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳細は
Chapter 3の「EM chipの取り付けかた」をご参照ください。
2. EM chipが変形していないことを確認してください。
3. EM chipの金属端子部分にキズや腐食がないことを確認してください。
4. EM chip（特に金属端子部分）が汚れると認識できない場合もありますの
で、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

Macの場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認
してください。

説明
・ 本製品の通信性能を最大限に活用するための通信設定の最適化を行ってお
ります。
・ 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまに
よって、表示される名称は異なります。

1.

5. ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

アイコンをクリックし、ターミナルウィンドウを開きます。

2. 「ls /dev/tty.*」のコマンドを入力します。
3. 次の情報が表示されることを確認してください。

5

「"Macintosh HD"に標準インストール」ウィン
ドウが開きます。「インストール先を変更」をク
リックし、インストール先を選択して「続ける」
をクリックします。

本製品をパソコンに接続したにもかかわらず、インストーラーが
自動的に起動しない。

6
7
8
9

「認証」の画面が表示されます。お使いの
Macの名前（ユーザ名）とパスワードを入力し
て、「OK」をクリックします。

システムが新しいハードウェアを認識してから、インストール準備に時間がかかります
ので、45秒程度お待ちください。

インストールが始まります。

一定時間経過してもインストーラーが自動的に起動しない場合は、本製品を一度
パソコンから取り外してから、再度接続してください。

インストール完了後、左の画面が表示され
ます。「閉じる」をクリックすると、セットアップが
完了します。

なお、自動起動できない場合には、本製品をパソコンに接続せず、付属の
CD-ROMを挿入します。

EMOBILE HW ユーティリティが自動的に起
動します。

・ Windowsの環境にて、ディスク内の\EMOBILE_UTILITY\Windows utility
にあるSetup.exeを手動で起動してください。
・ Macの環境にて、ディスク内の/EMOBILE_UTILITY/Mac utility/
EMOBILE HW ユーティリティを手動で起動してください。

【お問い合わせ先】
イー・モバイルカスタマーセンター
イー・モバイル携帯電話から：157（無料）
一般電話から：0120-736-157（無料）
海外から：+81368313333（有料）
受付時間 9：00～21：00（日本時間/年中無休）
ホームページ http://emobile.jp/
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