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Bluetooth

Bluetoothを使用する前に

 注

 

• 本製品による Bluetooth 接続は、市販され

ている全ての Bluetooth デバイスとの接

続を保証するものではありません。

• 本体とBluetooth互換デバイス間の無線通

信は 10m以内です。

• 本機の Bluetooth 機能は 2.4GHz 帯です。

この周波数帯では、電子レンジなど様々な

機器が運用されています。そのため、他の

通信機器との干渉により、通信速度が下

がったり通信距離が短くなる可能性があ

ります。干渉が発生した場合には、本製品

の使用場所を変えるか、干渉元の機器を停

止して下さい。

• Bluetooth 通信は、壁などの障害物により

電波状況が変化する可能性があります。

• USB ケーブルと Bluetooth の同時接続は

できません。

�Bluetooth仕様

設定 説    明

バージョン Bluetooth 仕様 Ver.1.2

出力 Bluetooth電力クラス 2

周波数バンド 2.4 GHz (2.402 GHz-2.480 GHz)

通信距離 約 10m

サポートされ

ているプロ

ファイル

OPP:オブジェクトプッシュプロ 

         ファイル

FTP：ファイル転送プロファイル

SYNC：同期プロファイル

HSP：ヘッドセットプロファイル 

HFP：ハンズフリープロファイル

DUN：ダイアルアップネットワーキ

           ングプロファイル

SDAP：サービスディスカバリアプ

            リケーションプロファイル

A2DP：アドバンスド・オーディオ

             ディストリビューションプ

             ロファイル
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�Bluetoothで送信できるデータ �Bluetoothの設定

 注

 

Bluetoothの動作性能は使用している Bluetooth

デバイスに依存します。より詳細な情報に

ついては周辺機器の取扱説明書を参照するか、

または周辺機器のメーカーにご相談ください。

�Bluetoothオン ／オフ設定
 

1 「メインメニュー」 > 「設定」> 「接続設定」>

「Bluetooth」>「Bluetoothオン／オフ」を選択

します。
 

2 を押して「オン」を選択し、次に を押

します。
 

3 Bluetoothアイコンが待受画面のアイコンバーに

表示されます。

�自デバイス表示許可の設定

本機の Bluetoothデバイスを、他の Bluetoothデバイ

スから検索可能に設定します。
 

1 「接続」>「接続設定」>「Bluetooth」>「自デバ

イス表示許可」を選択します。

ファイル 説明

電話帳 • 1 件ずつ送信することができます。

• アイコンイメージは送信する

ことができません。

メモ帳 • 1件ずつ送信することができます。

カレンダー • 1件ずつ送信することができます。

• 次の項目の内容については、送

受信することができません。カ

テゴリ、音声オン／オフ、バイ

ブレータオン／オフ、通知音、

通知タイプおよび通知画像。

タスクリスト • 1件ずつ送信することができます。

• 次の項目の内容については、送

受信することができません。音

声通知、バイブレータオン／オ

フおよびタスクタイプ。

データフォルダ内

のファイル

• 1件ずつ送信することができます。

• 著作権で保護されたファイル

は送信できません。
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2 を押して「表示」を選択し、 を押して設

定します。

�新しいデバイス検索
 

1 「設定」>「接続設定」>「Bluetooth」>「新しい

デバイスの検索」を選択します。
 

2 検索されたデバイスリストで を押してペア

リングをしたいデバイスを選択し、「設定」>「ペ

アリング」を選択してデバイスをペアリングを

実行します。
 

3 Bluetooth パスコードを入力し、 を押して確

定します。

• ペアリング先のデバイスで、15秒以内にパスコー

ドを入力すると、ペアリングが完了します。

 

4 ペアリングが成功すると、ペアリングが成功し

たことを知らせるダイアログボックスが表示さ

れ、デバイスを信頼済みとして設定するかどう

か、確認画面が表示されます。
 

5 「はい」を選択した場合、その機器とは次回以降

ペアリングを省略することができます。

 注
 

• 新規デバイスを選択する際は、本機と接続

したい機器の双方の Bluetooth機能をオン

にして、自デバイスの表示許可を行うよう

に設定してから、デバイスの検索を行って

ください。

• 同時に最大 30 台の Bluetooth デバイスを

検索してペアリングできます。

• Bluetooth デバイスを接続するためには、

パスコード（1 ～ 16 桁の数字）を設定す

る必要があります。送信者と受信者は同じ
コードを入力することで、ペアリングを行
うことが出来ます。

• デバイスのペアリングを行う際に、パス

コードが必要でない場合もあります。

「設定」>「接続設定」>「Bluetooth」>「Bluetoothデバ

イス一覧」を選択します。ペアリングされたデバイス

がリストに表示されます。リストの中からデバイスを

選択し、「設定」を選択すると次の操作ができます。
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 注
 

• デバイスリストはすべてのペアリングデ

バイスの情報を保持します。

Bluetooth を利用してインターネットへ接

続する

本製品内蔵の Bluetooth 機能と HSDPA モデム機能を

利用することにより、PC を本製品経由でインターネッ

トに接続することができます。

Bluetooth 経由でのインターネット接続は、本製品の

Bluetooth 接続設定を行う必要があります。

なお、PC に本製品に付属の CD-ROM からダイアル

アップ用のアプリケーションをインストールしてく

ださい。

（詳細はCD-ROM 内のヘルプファイルをご参照下さい。）

ここでは本製品側の Bluetooth 接続に関する設定を説

明します。

 注
 

• 本機能を使用する場合、PC 側の OS は

Windows 2000 SP4 以降、Windows XP

SP2以降、または、Windows Vista である

ことが必要です。

設定 説    明

検索 他の Bluetooth デバイスを検索し

ます。

ペアリング／

ペアリング

解除

デバイスをペアリングするかペア

リングされたデバイスのペアリング

を解除します。

信頼済に設定／

非信頼に設定

• 信頼済として設定：データ送信要

求があると自動的にデータを受

信します。

• 非信頼されていないとして設定：

データ送信要求があると本機は

データを受信するか否か問合せ

します。

自デバイス名

変更

本機の Bluetooth デバイスの名前を

変更できます。

削除 Bluetooth デバイスをデバイスリス

トから消去します。

全て削除 すべての Bluetoothデバイスをデバ

イスリストから消去します。

デバイスの

詳細

Bluetooth デバイスの詳細情報を表

示できます。



12
接
続

Bluetooth

145

 

1 「メインメニュー」>「設定」>「接続設定」>

「モデム」を選択し、「Bluetooth経由」に設定し

ます。
 

2 「メインメニュー」>「設定」>「接続設定」>

「Bluetooth」>「Bluetoothオン／オフ」を選択し

ます。
 

3 PC の「 デバイスマネージャ／モデム」の中に、

「標準 33600bps モデム」があることを確認しま

す。PC 上で Bluetooth 用のドライバプログラム

を実行し、本機とのペアリングを行います。PC

が本機のダイアルアップネットワークサービス

を検出した後、このサービスを利用することがで

きます。
 

4 ダイヤルアップインターネットをインストール

します。CD-ROM を PC へ挿入し、画面の指示

に従ってインストールを完了します。
 

5 PC 上でダイヤルアップインターネットを実行します。

操作の詳細については CD-ROM のDialup Internetのヘ

ルプを参照してください。

Bluetoothデバイスの設定

「メインメニュー」>「設定」>「接続設定」>「Bluetooth」

を選択すると、Bluetooth 機能の基本設定を実行でき

ます。

設定 説    明

Bluetooth

オン／オフ

Bluetooth 機能を「オン」または「オ

フ」に設定します。

新しいデバイ

スの検索

新しい Bluetooth デバイスを検索で

きます。

Bluetoothデバ

イス一覧

すべての検出された Bluetooth デバ

イスを表示できます。

自デバイス

表示許可

本機の Bluetooth 機能が有効の時、他

の Bluetooth デバイスから、本機を検

出できるかどうかを設定します。

自デバイス名

変更

本機の Bluetoothデバイスの名前を

変更できます。

デバイスのプ

ロパティ

本機の Bluetoothデバイスの名前や

アドレスなどの詳細情報を表示す

ることができます。
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PCと接続する 

本製品をPCと接続してHSDPA 3.6Mbpsのモデムとして

使用し、PC からインターネットへダイアルアップ接続

を行ったり、本体に取り付けたmicroSD カード内のデー

タの読み書きを行うことができます。本製品とPC とは

付属の専用 USB ケーブルにより USB 接続または、

Bluetooth を利用して接続します。

USB接続を設定する

本製品を USB ケーブルで PC に接続するには、USB 接

続の設定、および、付属の CD-ROM から H11HW ユー

ティリティやUSB ドライバをPC にインストールする必

要があります。

 

1 本機を USB接続に設定する。

• 「メインメニュー」>「設定」>「接続設定」>

「モデム」>「USB経由」を選択し、設定します。

 

2 ソフトウェアのインストール。

ソフトウェアのインストールが完了するまで、

本製品を PCに接続しないで下さい。

下記のプログラムをPCにインストールする必要があ

ります。

– USBドライバ

– H11HWユーティリティ（PCと本製品間でファイル

やデータを交換する場合）

–ダイヤルアップインターネット（専用のダイヤルアップ

を使用する場合）

• PCの電源を入れ、OSを起動します。

• 付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。

•  PC の OSがWindows Vista の場合には「ユーザー

アカウント制限」の警告ウィンドウがポップアップ

します。「許可」をクリックしてください。

• インストーラーが起動します。
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• インストーラーメニューの下記の項目にチェック

マークがついていることを確認します。

• 「続行」ボタンをクリックします。

• 下図のウィンドウが表示され、USBドライバがイ

ンストールされます。（インストールが完了するま

でしばらく時間がかかります。）

USBドライバのインストールが完了すると、H11HWユー

ティリティのインストールを開始します。

• インストールウィザードが表示されます。

• 「次へ」をクリックします。



PCと接続する

148

12
接
続

• 使用承諾契約書同意画面が表示されます。

「同意する」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

します。

• インストールするフォルダを指定します。（画面

ではデフォルトの「C:\Program Files\EMOBILE

H11HW ユーティリティ」 が表示されます。）

• フォルダを指定したら、「次へ」ボタンをクリック

します。
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• スタートメニューでプログラムのアイコンを

表示するプログラムグループを指定し、「次へ」

をクリックします。

• デスクトップにアイコンを表示するかどうか

を設定します。

デスクトップにアイコンを作成しない場合は、

チェックマークを外します。

• 「次へ」をクリックするとインストール開始の

確認画面が表示されます。

• 「インストール」をクリックするとインストー

ルが開始されます。
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 注
 

インストーラーのメニューで「ダイヤルアップ

インターネット」にチェックを入れなかった場

合はダイヤルアップインターネットはインス

トールされません。

• インストールが完了し、上の画面が表示されたら

「完了」をクリックします。これでインストールは

完了です。

 

3 本機と PCの接続

• 本製品付属のUSBケーブルのUSBコネクタを

PC の USB ポートに差し込みます。次に USB

ケーブルの 20Pin コネクタを本機側面の外部

接続端子に差し込みます。

 注
 

H11HW本体に microSDカードが挿入されて

いると、メインディスプレイ に USB カード

リーダーとして使用するかの問い合わせが表示

されます。「いいえ」ボタンを押してUSBメモ

リとしての使用をキャンセルします。



12
接
続

USB接続でPCからインターネットに接続する

151

• 初めてUSBケーブルでPCに接続する場合はUSB

デバイスが検出され、USB ドライバが組み込ま

れます。

• ハードウェア検出のウィザードが開いた場合

は、「自動的にデバイスドライバを検出する」

を選択し、「次へ」をクリックしてください。

• デバイスがインストールされたら、デバイスド

ライバを確認します。「スタートメニュー」>

「コントロールパネル」>「システム」でシステ

ムのプロパティを開きます。「ハードウェア」

タブを選択し、「デバイスマネージャ」ボタン

をクリックします。

上図のように「ポート (COMと LTP) 」にMobile

Adapter - 3G PC UI Interface (COM *) が、「モ

デム」にMobile Adapter - 3G Modem がインス

トールされていることを確認してください。

（「ポート」の 3G PC UI Interface の COMの番

号はお使いの PC の状態によって異なります。

上の例では COM7）

 

USB接続でPCからインターネット

に接続する
 

1 ダイヤルアップインターネットを使ってイン

ターネットに接続します。

• PC の「スタートメニュー」>「EMOBILE

H11HW ユーティリティ」>「ダイヤルアッ

プインターネット」をクリックします。また

はデスクトップのダイヤルアップインター

ネット をダブルクリックします。
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• ダイヤルアップインターネット が起動します。

初めての起動の場合は「新規」ウィンドウが開

きます。

• ハードウェアタブで通信デバイスの設定内容

を確認してください。通常は自動的に Mobile

Adapter - 3G Modem (COM x) が選択されます。

Mobile Adapter 以外が表示されるか、何も表示

されない場合は、通信デバイスのウィンドウの

横の▽をクリックしてプルダウンメニューを

開き、Mobile Adapter - 3G Modem (COM *)を

選択します。

• OK をクリックすると、ダイヤルアップイン

ターネット起動画面が表示され、自動的に作成

されたダイヤルアップの接続用アイコンが表

示されます。

 注
 

ダイヤルアップインターネットを使用すると、

接続用アイコンにはダイヤルアップの各種設

定が自動的に行われます。ダイヤルアップの情

報として下記が使用されています。

接続の名前： EMOBILE（任意の名前に変更

できます。）

ＡＰＮ： emb.ne.jp

電話番号： *99***1#

ユーザー名： em

パスワード： em
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２回目以後にダイヤルアップインターネット

を起動すると「新規」ウィンドウは開きません。

• 接続用アイコンの EMOBILEをダブルクリック

するか、接続用アイコンを選択し、左側の

アイコンをクリックするとインターネッ

トに接続します。

 注
 

２度目以後にUSB接続を行う際、インストール

のときに接続したポートと異なるUSBポート

にUSBケーブル接続すると、登録されている

接続用アイコンを使用しても接続できない場

合があります。これは異なるUSBポートに接

続すると、登録済みの接続用ダイヤルアップで

使用する COMポートとは異なるCOMポート

がModem Adapterに割り当てられるためです。

この様な場合は、ダイヤルアップインター

ネットを終了し、インストール時に使用され

たUSBポートにつなぎなおしてからダイヤル

アップインターネットを起動し、ダイヤル

アップしてください。又は作成されたポート

用に、新しい接続を作り直してください。

 

2 新しい接続の作成

• 新しいダイアルアップ接続の設定を行い、その

接続用のアイコンを作成します。パソコンに

よっては、本機を接続するパソコン側USBポー

トを変更することで、新しい接続の作成が必要

な場合があります。

• 新しい接続を作成するには、ダイヤルアップイン

ターネットの画面で （新規）をクリックし、

新規画面を開きます。

• 表示される通信デバイスが、新しい COMポート

になっていることを確認してください。
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• 「接続」タブを選択して、接続を識別するため

の名前を登録します。（例：EMOBILE-USB2）

OKボタンをクリックします。

• 新しいアイコンが作成され、クリックして接続

できれば完了です。
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USB接続で本製品とPC間でファイル

を交換する

本機と PCを USBケーブルで接続し、本製品に付属

の H11HWユーティリティを利用すると各種のデー

タやファイルを転送することができます。

H11HWユーティリティのインストールの確認

「USB接続を設定する 」のソフトウェアのインストール

(P137) でインストールした「H11HW ユーティリティ」

の動作確認を行います。

• 「スタートメニュー」>「プログラム」> 「EMOBILE

H11HWユーティリティ」> 「EMOBILE H11HW

ユーティリティ」をクリックするか、デスクトッ

プのH11HWユーティリティのアイコンをダブル

クリックします。

• H11HWユーティリティが起動します。

 注
 

H11HW ユーティリティの使用方法は、「ス

タートメニュー」>「プログラム」>「EMOBILE

H11HWユーティリティ」>「H11HWユーティ

リティ」のヘルプ を参照するか、ユーティリ

ティを起動した後、そのヘルプファイルを参

照してください。
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