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DISCLAIMER  

SAMSUNG ELECTRONICS RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS, INFORMATION AND 

SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE. 

Products and specifications discussed herein are for reference purposes only.All information 

discussed herein may change without notice and is provided on an “AS IS” basis, without warranties 

of any kind.This document and all information discussed herein remain the sole and exclusive 

property of Samsung Electronics.No license of any patent, copyright, mask work, trademark or any 

other intellectual property right is granted by one party to the other party under this document, by 

implication, estoppels or otherwise.Samsung products are not intended for use in life support, critical 

care, medical, safety equipment, or similar applications where product failure could result in loss of 

life or personal or physical harm, or any military or defense application, or any governmental 

procurement to which special terms or provisions may apply.For updates or additional information 

about Samsung products, contact your nearest Samsung office (www.samsung.com/ssd and 

www.samsung.com/support).All brand names, trademarks and registered trademarks belong to their 

respective owners. 
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タイトルを追加 (SamsungOne300、10pt) 

 

Samsung Portable SSD 

macOS 互換性トラブルシューティングガイド 
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背景 

macOS のセキュリティポリシーは継続的に更新されているため、ユーザーによっては Mac App Store 以外から配布さ

れているソフトウェアで macOS との互換性がないという問題が発生する場合があります。Samsung Portable SSD 

に含まれている Portable SSD ソフトウェアでも、この互換性の問題が発生する可能性があります。 

 

[例] 

Samsung Portable SSD ソフトウェアのインストール時に [機能拡張がブロックされました] というメッセージが表示され

る 

 

エラーメッセージの例 

 

macOS を実行しているデバイスに Samsung Portable SSD ソフトウェアがインストールされていても、[Samsung ポ

ータブル SSD が接続されていません。] というメッセージが表示される 

 

エラーメッセージの例 

 

トラブルシューティングガイド 
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問題は macOS のバージョンによって異なります。macOS で Samsung Portable SSD ソフトウェアを実行している

状態で問題が発生した場合は、以下の手順に従ってください。 

 

1. システムで実行されている macOS のバージョン1 と、Portable SSD Software のバージョン(バージョン 1.6.6 以

降) が最新であるかどうかを確認します。 

 

Portable SSD ソフトウェアの最新バージョンは 

https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/jp/support/tools/ から入手できます。 

T7 Touch と T7 用のソフトウェアは、以前の世代の Portable SSD (T5、X5 以前) 用のソフトウェアとは異な

ることに注意してください。 

 

入手可能なソフトウェア 

 

2. ソフトウェアを使用するには、macOS を実行しているシステムでソフトウェア設定を変更します。 

[システム環境設定] メニューで [セキュリティとプライバシー] を開きます。 

[ダウンロードしたアプリケーションの実行許可:] で [App Storeと確認済みの開発元からのアプリケーション 

を許可] を選択します。 

[開発元 "Samsung Electronics" のシステムソフトウェアの読み込みがブロックされました] という 

メッセージの横にある [許可] ボタンをクリックします。 

 

                                           

1 macOS のバージョンの確認方法の詳細については、次のリンクを参照してください。 

https://support.apple.com/jp-jp/HT201260   

https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/jp/support/tools/
https://support.apple.com/jp-jp/HT201260
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[セキュリティとプライバシー] 設定 

 

Portable SSD を macOS システムを実行しているデバイスに再接続し、Samsung Portable SSD ソフトウェア

を実行します。 

 

3. 問題が続く場合は、Samsung Portable SSD ソフトウェアを削除して再インストールします。 

 

4. トラブルシューティングのガイドラインに従った後でも問題が解決しない場合は、Samsung 認定サービスセンターに

お問い合わせください。 


