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4 パソコンを USB 接続する

Windows パソコンに接続する
画面表示は Windows 8 を例としています。
1. EM.chip.<micro>を取り付けた本製品のmicroUSBコネクタにmicroUSBケーブル

を接続します。
2. microUSBケーブルのもう一方のコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

パソコンがデータ通信カード（本製品）を認識します（パソコンが本製品を認識するまで
約 45 秒かかります）。

• 本製品を初めて接続したときは、EMOBILE GL06P ドライバのインストールを行い
ます。

注意 本製品をパソコンに取り付けたままで、スタンバイ（サスペンド／レジューム）機能や休止（ハ
イバネーション）機能、再起動を実行しないでください。正常に動作しない場合があります。
それぞれの機能を実行する場合は、本製品を取り外してから行ってください。
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EMOBILE GL06P ドライバをインストールする

本製品とパソコンを microUSB ケーブルで接続してデータ通信を行う場合、EMOBILE 
GL06P ドライバのインストールが必要です。本製品をパソコンに初めて接続したときは、以
下の操作を行います。
1. パソコンの電源を入れ、OSを起動し、本製品をパソコンに接続します。
2. CDドライブへの操作を確認するメッセージが表示されたら、「EMOBILE.GL06P」を

選択します。（Windows.8 のみ）
• 自動再生の設定によってはメッセージが表示されなかったり、一定時間が過ぎると

メッセージが消える場合があります。そのときは、59 ページを参照してドライバを 
インストールします。

3. 「AutoRun.exeの実行」を選択します。

• 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」（Windows Vista の場合
は「許可」）を選択します。

• Windows XP の場合、「自動再生」および「ユーザーアカウント制御」画面は表示さ
れません。次の手順に進んでください。

4. 「Japanese（日本語）」を選択して「OK」を選択します。
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4 パソコンを USB 接続する

5. 「次へ」を選択します。

6. 「同意する」を選択します。

7. 「インストール」を選択します。

8. 「完了」を選択します。

再起動後、デスクトップに「EMOBILE GL06P Setting Tool」のショートカットアイ
コンが表示されたらインストールが完了です。
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インストーラーが自動起動しなかったときは
本製品を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。
1. デスクトップ画面で、画面の右端からスワイプ（マウスで操作する場合は、カーソルを画

面の右上隅／右下隅に移動）→チャームで「検索」→「アプリ」→「コンピューター」を
選択します。
• Windows 7 の場合は、「スタート」→「コンピューター」（Windows Vista の場合は「コ

ンピュータ」、Windows XP の場合は「マイコンピュータ」）をクリックします。
2. 「EMOBILE.GL06P」を選択します。

• 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」（Windows Vista の場合
は「許可」）を選択します。

• Windows XP の場合、「自動再生」および「ユーザーアカウント制御」画面は表示さ
れません。次の手順に進んでください。

以降は、57 ページ「EMOBILE GL06P ドライバをインストールする」手順 4 からを参照
してください。

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、
システムがダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。

• 管理者権限（Administrator）でログインしてください。管理者権限の確認方法は138 ページ
を参照してください。

Windows パソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外すときは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、故障
の原因となります。

注意 データ通信中は本製品を取り外さないでください。

. Windows.8 ／Windows.7 の場合
データの送受信が終了していることを確認し、本製品を取り外します。

. Windows.Vista およびWindows.XPの場合
「ハードウェアの安全な取り外し」機能でデバイスの動作を停止させてから、本製品をパソコン
から取り外します。
1. タスクトレイの をダブルクリックします。

「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されます。
• Windows XP をお使いの場合、タスクトレイの をダブルクリックしてください。
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4 パソコンを USB 接続する

2. 「USB大容量記憶装置」を選択して、「停止」をクリックします。

USB メモリを接続している場合など、複数の「USB 大容量記憶装置」が表示されてい
る場合は、画面左下の「デバイスコンポーネントを表示する」のチェックを付けると、本
製品を表す「USB 大容量記憶装置」を確認することができます。
下記が表示されている「USB 大容量記憶装置」を選択して、「停止」をクリックしてくだ
さい。

・HUAWEI Mass Storage USB Device
「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されます。

3. デバイスがパソコンから安全に取り外し可能なことを確認して、「OK」をクリックします。

「ハードウェアの安全な取り外し」の画面に戻ります。
4. 本製品が安全に取り外し可能なことが表示されたら、パソコンからmicroUSBケーブル

を取り外します。
5. 本製品からmicroUSBケーブルを取り外します。
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EMOBILE GL06P ドライバをアンインストール（削除）する場合

インストールした EMOBILE GL06P ドライバを利用しなくなった場合は、パソコンからドラ
イバをアンインストール（削除）します。

注意 • 本操作は、Windowsパソコンから、EMOBILE GL06Pドライバをアンインストール（削除）
する操作です。アンインストール（削除）するとUSB接続での通信が利用できなくなります。

• アンインストール（削除）してしまった場合、再度ご利用になるには、もう一度インストー

ルする必要があります。

1. デスクトップ画面で、画面の右端からスワイプ（マウスで操作する場合は、画面の右上隅
／右下隅に移動）→チャームで「設定」→「コントロールパネル」→「プログラムのアン
インストール」を選択します。
• Windows 7 ／ Windows Vista の場合は、「スタート」→「コントロールパネル」→

「プログラム」→「プログラムのアンインストール」をクリックします。
• Windows XP の場合は、「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追

加と削除」の順にクリックします。
2. 「EMOBILE.GL06P.driver」を選択して「アンインストールと変更」を選択します。

• Windows XP の場合は、「EMOBILE GL06P driver」を選択して「変更と削除」を
クリックします。

• 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」（Windows Vista の場合
は「続行」）をクリックします。

• Windows XP の場合は「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。
3. 「次へ」を選択します。
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4 パソコンを USB 接続する

4. 「アンインストール」を選択します。

5. 「完了」を選択します。

デスクトップから EMOBILE GL06P Setting Tool のショートカットアイコンが消去さ
れたら、アンインストールが完了です。

Mac に接続する
画面表示や手順は Mac OS X 10.8 を例としています。
1. EM.chip.<micro>を取り付けた本製品のmicroUSBコネクタにmicroUSBケーブル

を接続します。
2. microUSBケーブルのもう一方のコネクタをMacのUSBポートに接続します。

• 本製品を初めて接続したときは、EMOBILE GL06Pドライバのインストールを行います。

注意 本製品を Mac に取り付けたままでスリープ機能、再起動を実行しないでください。正常に
動作しない場合があります。それぞれの機能を実行する場合は、本製品を取り外してから行っ
てください。
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EMOBILE GL06P ドライバをインストールする

本製品を Mac に初めて接続したときは、EMOBILE GL06P ドライバのインストールを行い
ます。
1. パソコンの電源を入れ、OSを起動し、本製品をパソコンに接続します。

デスクトップにショートカットアイコンが表示され、「EMOBILE GL06P」フォルダが
自動的に開きます。

2. 「EMOBILE.GL06P.driver」をダブルクリックします。
3. 「続ける」をクリックします。

4. 「続ける」をクリックします。

5. 「使用許諾契約」に同意する場合は、「同意する」をクリックします。

「インストール先の選択」の画面が表示された場合は、インストール先を選択して、「続け
る」をクリックします。
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4 パソコンを USB 接続する

6. 「"Macintosh.HD" に標準インストール」の画面が表示されたら「インストール」をクリッ
クします。

• 「Macintosh HD」はハードディスクの名称です。ご使用の環境によって表示される
名称は異なります。

7. お使いのMacの名前（ユーザ名）とパスワードを入力して、「ソフトウェアをインストー
ル」をクリックします。

8. 「再起動」をクリックします。

再起動後、Dock に「EMOBILE GL06P Setting Tool」のショートカットアイコンが
表示されたらインストールが完了です。
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インストーラーが自動起動しなかったときは
本製品を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。
1. →「デバイス」→「EMOBILE.GL06P」をクリックします。
2. 「EMOBILE.GL06P.driver」をダブルクリックします。

以降は、63 ページ「EMOBILE GL06P ドライバをインストールする」手順 3 からを参照
してください。

3. 「続行」をクリックします。

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。

• 管理者権限（Administrator）でログインしてください。管理者権限の確認方法は138 ページを

参照してください。

Mac から取り外す

本製品を Mac から取り外すときは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、故障の
原因となります。

注意 データ通信中は本製品を取り外さないでください。

1. をクリックして、Finder の画面を表示させます。
2. 「デバイス」の一覧で本製品の取り出しアイコン（ ）をクリックします。

• デスクトップにある本製品のアイコンをゴミ箱へドラッグしても取り出せます。

3. MacからmicroUSBケーブルを取り外します。
4. 本製品からmicroUSBケーブルを取り外します。
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EMOBILE GL06P ドライバをアンインストール（削除）する場合

インストールした EMOBILE GL06P ドライバを利用しなくなった場合は、Mac からドライ
バをアンインストール（削除）します。

注意 • 本操作は、Mac から、EMOBILE GL06P ドライバをアンインストール（削除）する操作です。

アンインストール（削除）すると USB 接続での通信が利用できなくなります。

• アンインストール（削除）してしまった場合、再度ご利用になるには、もう一度インストール

する必要があります。

1. アプリケーションの画面を表示させます。
2. 「EMOBILE.GL06P.Uninstall」アイコンをダブルクリックします。

• アンインストール確認メッセージが表示された場合は「OK」をクリックします。
3. 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。

• アンインストール完了メッセージが表示された場合は「OK」をクリックします。
Dock から EMOBILE GL06P Setting Tool ショートカットアイコンが消去されたら、
アンインストールが完了です。
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