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78-21383-02 
第 章1

スタートアップ ガイド

Cisco FindIT Network Discovery Utility をダウンロードしていただき、ありがとうございます。
Cisco FindIT Network Discovery Utility は、Web ブラウザからローカル ネットワークを容易に監
視および管理できる簡易ユーティリティです。Cisco FindIT は、ご使用の PC と同じローカル 
ネットワーク セグメント内にあるサポート対象の Cisco Small Business デバイスをすべて検出し
ます。また、Cisco FindIT を使用すると、デバイスに関する重要な情報を簡単に表示したり、
デバイス管理インターフェイスに接続したりすることができます。さらに、ファームウェア 
アップデートが利用できるかどうかも通知されます。また、保証やサポート契約の対象ではな
くなったデバイスがある場合も通知されます。Cisco Active Advisor（http://www.ciscoactiveadvisor.com 
[英語]）にネットワークに関する詳細をアップロードして、ご使用の Cisco Small Business 製品
を対象としたサービスの利用を選択することもできます。

詳細については、以下のトピックを参照してください。

 • 「要件」（P.1-5）

 • 「Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール」（P.1-6）

 • 「機能の概要」（P.1-14）

要件
Cisco FindIT を使用するための要件は次のとおりです。

 • オペレーティング システム：

 – Microsoft Windows 7、8 または 8.1

 – Apple OS X 10.6 以上

 • Web ブラウザ：

 – Apple Safari バージョン 7 以上（OS X）、またはバージョン 5 以上（Windows）

 – Google Chrome バージョン 34 以上

 – Microsoft Internet Explorer バージョン 10 以上

 – Mozilla Firefox 30 以上
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第 1 章      スタートアップ ガイド         

Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール
Cisco FindIT 経由で監視およびアクセスするには、ネットワーク デバイスが次の要件を満たし
ている必要があります。

 • Cisco FindIT を実行している PC と同じサブネット上に存在する

 • Bonjour サービスに対応していて、サービスが有効になっている Cisco Small Business デバ
イスである（デバイスのアドミニストレーション ガイドまたはオンライン ヘルプを参照し
てください）

Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール
必要に応じて、Cisco FindIT を再インストールまたはアンインストールできます。

 • 「Windows PC での Cisco FindIT のインストール」（P.1-6）

 • 「Apple Macintosh での Cisco FindIT のインストール」（P.1-10）

 • 「Windows PC からの Cisco FindIT のアンインストール」（P.1-12）

 • 「Apple Macintosh からの Cisco FindIT のアンインストール」（P.1-13）

Windows PC での Cisco FindIT のインストール

ステップ 1 www.cisco.com/go/findit からインストール ファイルをダウンロードします。 
使用可能なファームウェアの一覧から、ご使用のオペレーティング システム用の 新バージョ
ンを探します。Windows 32 ビット版の場合、ファイル名に x86 が含まれるものを探します。
Windows 64 ビット版の場合は x64 が含まれるものを探します。インストーラ ファイルの上に
マウスのポインタを合わせると、.exe ファイルの情報がすべて表示されます。

ステップ 2 開いている Web ブラウザ ウィンドウを閉じます。このプロセスの過程でブラウザが開いてい
ると、続行する前にインストーラによってブラウザが閉じられます。

ステップ 3 ダウンロードしたインストーラ ファイルをダブルクリックします。Cisco FindIT の別のバー
ジョンがすでにインストールされている場合は [プログラムの保守] ウィンドウが表示されま
す。このウィンドウには、[修復] と [削除] の 2 つの選択肢があります。[修復] を選択すると
インストールを進めることができます。FindIT の既存のバージョンをシステムから削除するに
は、[削除] を選択します。画面に表示される指示に従って処理を完了させます。
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第 1 章      スタートアップ ガイド

Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール  
注 このメッセージはインストールに問題があることを示しているわけではありません。
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第 1 章      スタートアップ ガイド         

Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール
ウィザードの各画面の指示に従ってインストールを続行します。

ステップ 4 インストール中に、FindIT で使用するブラウザを選択するように指示するプロンプトが表示さ
れます。ここで選択したブラウザ用の FindIT クライアント アプリケーションが、FindIT の拡
張機能とともにインストールされます。
1-8
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第 1 章      スタートアップ ガイド

Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール  
ステップ 5 Web ブラウザを開始するか、FindIT アプリケーションを実行します。ブラウザの起動時に、
FindIT の拡張機能をインストールするかどうか、ブラウザにより尋ねられる場合があります。

ステップ 6 インストール後に各ブラウザで 初に FindIT を開くと、オペレーティング システムのクレデ
ンシャルを入力するように指示されます。これにより、任意のブラウザから自分の設定と個人
情報にアクセスできるようになりますが、これらの情報は PC の他のユーザからは保護され
ます。
1-9
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第 1 章      スタートアップ ガイド         

Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール
ステップ 7 PC に初めて FindIT をインストールした場合は [製品向上] 設定ダイアログが開き、コンテンツ
領域に [製品登録（Product Registration）] ページが表示されます。

注 FindIT を登録するかどうかや [製品向上] データをシスコに送信するかどうかは任意ですが、
FindIT の今後のアップデートやその他の Small Business 製品の品質向上に役立ちます。

Apple Macintosh での Cisco FindIT のインストール

ステップ 1 www.cisco.com/go/findit からインストール ファイルをダウンロードします。ファームウェア一
覧から、 新のものを探します。

ステップ 2 開いている Web ブラウザ ウィンドウを閉じます。このプロセスの過程でブラウザが開いてい
ると、続行する前にインストーラによってブラウザが閉じられます。

ステップ 3 ダウンロードした DMG ファイルを開き、このファイルに含まれているインストーラ パッケー
ジを実行します。画面に表示される指示に従って FindIT をインストールします。
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第 1 章      スタートアップ ガイド

Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール  
ステップ 4 インストール中に、FindIT で使用するブラウザを選択するように指示するプロンプトが表示さ
れます。ここで選択したブラウザ用の FindIT クライアント アプリケーションが、FindIT の拡
張機能とともにインストールされます。

ステップ 5 Web ブラウザを開始するか、FindIT アプリケーションを実行します。ブラウザの起動時に、
FindIT の拡張機能をインストールするかどうか、ブラウザにより尋ねられる場合があります。

ステップ 6 インストール後に各ブラウザで 初に FindIT を開くと、オペレーティング システムのクレデ
ンシャルを入力するように指示されます。これにより、任意のブラウザから自分の設定と個人
情報にアクセスできるようになりますが、これらの情報は PC の他のユーザからは保護され
ます。
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第 1 章      スタートアップ ガイド         

Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール
ステップ 7 PC に初めて FindIT をインストールした場合は [製品向上] 設定ダイアログが開き、コンテンツ
領域に [製品登録（Product Registration）] ページが表示されます。

注 FindIT を登録するかどうかや [製品向上] データをシスコに送信するかどうかは任意ですが、
FindIT の今後のアップデートやその他の Small Business 製品の品質向上に役立ちます。

Windows PC からの Cisco FindIT のアンインストール

Windows のコントロール パネル（推奨）または InstallShield Wizard を使用して、Cisco FindIT 
をアンインストールできます。

コントロール パネルからのアンインストール（推奨される方法）

ステップ 1 Windows の [スタート] ボタンをクリックします。

ステップ 2 [コントロール パネル] > [プログラム] > [プログラムと機能] > [プログラムのアンインストール] 
を選択します。

ステップ 3 プログラム一覧で Cisco FindIT を探します。

ステップ 4 [アンインストールと変更] をクリックします。

ステップ 5 アンインストールの確認メッセージが表示された場合、続行するには [OK] を、プログラムを
削除せずにメッセージを閉じるには [キャンセル] をクリックします。
1-12
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第 1 章      スタートアップ ガイド

Cisco FindIT の使用  
InstallShield Wizard によるアンインストール

ステップ 1 PC 内で Cisco FindIT のインストール ファイルを見つけます。

ステップ 2 ファイルをダブルクリックしてプログラムを起動します。

ステップ 3 [ようこそ] ウィンドウが表示されたら、[次へ] をクリックします。

ステップ 4 [プログラムの保守] ウィンドウが表示されたら、[削除] をクリックしてから [次へ] をクリック
します。

ステップ 5 [プログラムの削除] ウィンドウが表示されたら、[削除] をクリックして削除を確定するか、
[キャンセル] をクリックしてこのプロセスを終了します。

Apple Macintosh からの Cisco FindIT のアンインストール

ステップ 1 cisco.com からダウンロードした FindIT インストーラが含まれたディスク イメージを開きます。
アンインストーラ ユーティリティをダブルクリックします。

ステップ 2 開いている Web ブラウザ ウィンドウを閉じます。このプロセスの過程でブラウザが開いてい
ると、アンインストーラにより、続行する前にブラウザ ウィンドウを閉じるようにプロンプト
が表示されます。

Cisco FindIT の使用
Cisco FindIT を開くには、Cisco FindIT アプリケーションを実行するか、サポート対象のブラウ
ザを開いて、ナビゲーション バー（Internet Explorer の場合はメニュー バー）で FindIT アイコ
ンをクリックします。Firefox および Internet Explorer を使用している場合、FindIT はブラウザ
のコンテンツ領域の隣にあるサイドバーに表示されます。Chrome、Safari で FindIT アプリケー
ションを使用する場合、FindIT は別のウィンドウに表示されます。FindIT を閉じるには、アイ
コンを再度クリックします。

FindIT ウィンドウは一連のビューと、下記で説明する機能ごとの個別のビューで構成されてい
ます。1 つのビューを選択するには FindIT の見出しの直下に配置された、対応するアイコンを
クリックします。

これらのアイコンは以下のとおりです。

 • ディスカバリ

 • ツール

 • ブックマーク

 • 設定
1-13
Cisco FindIT Network Discovery Utility Version 2.0      

78-21383-02 



第 1 章      スタートアップ ガイド         

機能の概要
 • シスコ ソーシャル

 • ヘルプ

機能の概要
この項で説明する内容を読んで、Cisco FindIT の機能について学習してください。

 • 「ディスカバリ」（P.1-14）

 • 「ツール」（P.1-14）

 • 「ブックマーク」（P.1-15）

 • 「シスコ ソーシャル」（P.1-15）

ディスカバリ

Cisco FindIT は、ネットワーク内にあるサポート対象の Cisco Small Business デバイスすべてを
自動で検出し、[ディスカバリ] ビューに一覧表示します。このビューを使用して、デバイスの
基本情報を表示したり、デバイス マネージャを起動してデバイス設定の確認や変更を行ったり
することができます。

デバイスは、ルータ、スイッチなどの種類別に表示されます。

 • 選択しているデバイスの種類を折りたたむには、デバイスの種類の横にあるマイナス記号
（-）をクリックします。デバイスの種類を拡張するには、プラス記号（+）をクリックし
ます。

 • デバイス情報を表示するには、デバイス名の上にマウスを置きます。

 • デバイス マネージャを起動するには、デバイス名をダブルクリックします。

 • デバイスのファームウェア アップデートが利用できる場合は、ダウンロード アイコンが表
示されます。ダウンロード アイコンとともにリリース ノート アイコンが表示される場合
もあります。各アイコンをクリックすると、PC にアップデートをダウンロードしたり、
リリース ノートを表示したりできます。アイコンの例を次に示します。

 • 状況によっては、  や  のような警告アイコン、または情報アイコン  が表示される
場合があります。このアイコンは、該当のデバイスで、注意喚起が必要な問題が発生して
いる可能性を示しています。詳細を表示するには、アイコンの上にマウス ポインタを置き
ます。

ツール

Cisco FindIT には、ご使用の Cisco Small Business デバイスの管理に役立つ多数のツールが用意
されています。これらのツールには、以下のようなものがあります。

 • ネットワーク健全性チェック。デバイスの全体的な健全性（ファームウェアのバージョン
が 新かどうか、デバイスが現在保証やメンテナンスの対象となっているか、デバイスの
サポートが終了しているかどうかなど）を素早く確認することができます。
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第 1 章      スタートアップ ガイド

機能の概要
 • 一連のレポート。インベントリ、サポート終了、メンテナンスについてのレポートなどが
あります。

 • ご使用のデバイスの詳細情報を Cisco Active Advisor にアップロードするためのツール。こ
のツールにより、フィールド通知などの追加情報を表示することができます。Cisco Active 
Advisor Scanner を起動して、Small Business ポートフォリオ以外のシスコ製品に関する情報
を収集することもできます。Cisco Active Advisor の詳細については、
www.ciscoactiveadvisor.com [英語] を参照してください。

ブックマーク

Cisco FindIT の [ブックマーク] ビューを使用すると、Cisco Small Business デバイスの操作中に
見つけた、役に立つ Web ページへのリンクを保存できます。[ブックマーク] ビューには、シス
コのサポート リソースへのリンクも表示されます。また、このビューにより、FindIT に関する
詳細を確認したり、FindIT についてのフィードバックを提供したりできます。

シスコ ソーシャル

[シスコ ソーシャル] ビューには、Cisco Small Business ブログや Cisco Small Business Support 
Community の 新記事の一覧が表示されます。このページには、Facebook、Instagram、
LinkedIn、および Twitter の Cisco Small Business ソーシャル メディア ページへのリンクも記載
されています。
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機能の概要
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第 章2

ヘルプ システムの利用

Cisco FindIT にはオンライン ヘルプが付属しています。ヘルプ システムの機能は、次のセク
ションで解説しています。

 • 「ヘルプ機能」（P.2-17）

ヘルプ機能
 • [目次]：見出しと小見出しが表示されます。トピックをクリックすると、ヘルプ システム

のメイン ペインに情報が表示されます。

 • [Index（索引）]：キー ワードの一覧と、関連するトピックへのリンクが表示されます。
キー ワードをクリックすると、ヘルプ システムのメイン ペインに情報が表示されます。

 • ナビゲーション バー：次のような機能があります。

 – [戻る]、[進む]：ヘルプ システムでは、目次と各トピック ページでクリックしたリンク
の履歴が管理されます。[戻る] をクリックすると、履歴をさかのぼることができます。
[進む] をクリックすると、新しい履歴に移動できます。

 – [印刷]：このボタンをクリックすると、現在のトピックを印刷できます。

 – [Search（検索）]：特定のキー ワードやフレーズを含むトピックを検索するには、テ
キストを入力して[Go（検索）] をクリックします。[Search Results（検索結果）] にト
ピックのタイトルと短い抜粋が表示されます。トピックを表示するには、該当するリ
ンクをクリックします。
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ヘルプ機能
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ディスカバリ

Cisco FindIT では、ローカル ネットワークのすべてのサポート対象の Cisco Small Business デバ
イスに簡単にアクセスできます。デバイス検出ビューを使用すると、デバイスの基本情報を表
示したり、デバイス用のファームウェア アップデートを検出およびダウンロードしたり、デバ
イス マネージャを起動してデバイスを設定したりできます。

関連トピック：

 • 「デバイス検出ビューの使用」（P.3-19）

 • 「デバイス マネージャの起動」（P.3-20）

 • 「ファームウェアのダウンロード」（P.3-20）

 • 「FindIT の更新」（P.3-21）

デバイス検出ビューの使用
[デバイス検出（Device Discovery）] ビューを表示するには、[デバイス検出（Device Discovery）] 
アイコンをクリックします。検出されたデバイスが表示されます。このデバイスは、ルータ、
スイッチ、ワイヤレスなどの種類に従って分類されています。また、デバイス マネージャで設
定されているデバイス名に基づいて一覧表示されます。

 • セクションを展開する、または折りたたむには：見出しの横にあるアイコンをクリックし
ます。

 • デバイス名に基づいてセクションを並べ替えるには：デバイスの種類（[スイッチ] など）
を右クリックします。次に、[名前順にソートする] をクリックします。

 • デバイスの詳細情報を表示するには：デバイス名にマウス ポインタを置きます。ツール
チップ メッセージに、モデル番号、デバイスの種類、製品の説明、ファームウェア バー
ジョン、デバイス識別子（PID VID）、MAC アドレス、シリアル番号、および IP アドレス
が表示されます。デバイスのファームウェア更新が使用可能になると、更新バージョンが
ここに表示されます。ネットワーク上に表示されていないデバイスについては、前回表示
されてからの時間も表示されます。

 • デバイスがネットワークに表示されなくなった場合：デバイス名が赤に変わります。これ
は、FindIT がそのデバイスをネットワーク上で確認できなくなったことを示します。デバ
イス名の上にマウス ポインタを置くと、ツールチップに、そのデバイスが前回表示された
のがいつかを示すメッセージ表示されます。
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デバイス マネージャの起動
 • デバイスに問題がある場合は、以下のようになります。デバイス名の右に警告アイコンが
表示されます。アイコン上にマウスを置くと、ツールチップにより詳細情報を示すメッ
セージが表示されます。さらに詳細を表示するにはアイコンをクリックするように指示さ
れる場合もあります。

 • 現在のデータで表示を更新するには：検出ビューの 上部にある [更新] アイコンをクリッ
クします。

 • サイドバーを非表示にするには：[FindIT] ボタンを再度クリックします。

デバイス マネージャの起動
すべてのサポート対象デバイスにブラウザベースのデバイス マネージャがあり、これを使用し
て、デバイス設定を確認および設定できます。

ステップ 1 このビューを表示したら、次のいずれかの方法でデバイス マネージャを起動します。

 • 現在のブラウザ ウィンドウでデバイス マネージャを起動するには：デバイス名をダブルク
リックします。または、デバイス名を右クリックし、[開く] を選択します。ウィンドウの
メイン領域に、デバイス マネージャ ログイン ページが表示されます。

 • 新しいブラウザ ウィンドウでデバイス マネージャを起動するには：デバイス名を右クリッ
クし、[新しいウィンドウで開く] を選択します。新しいブラウザ ウィンドウが開き、デバ
イス マネージャ ログイン ページが表示されます。

 • 新しいタブでデバイス マネージャを起動するには：デバイス名を右クリックし、[新しいタ
ブで開く] を選択します。新しいタブが開き、デバイス マネージャ ログイン ページが表示
されます。

ステップ 2 ユーザ名とパスワードを入力して、デバイス マネージャにログインします。

デバイス マネージャの詳細については、デバイスの管理ガイドを参照するか、デバイス マ
ネージャ ページの右上隅近くにある [ヘルプ] リンクをクリックします。ポップアップがブロッ
クされていることを示すメッセージが表示されたら、このメッセージをクリックし、[このサイ
トのポップアップを常に許可] を選択します。その後、[ヘルプ] リンクをクリックすると、
ポップアップ ウィンドウにヘルプが表示されます。

ファームウェアのダウンロード
デバイスで新しいファームウェア アップデートが利用できる場合は、ダウンロード アイコン  
が表示されます。ダウンロード アイコンとともにリリース ノート アイコンが表示される場合
もあります。アイコンの例を次に示します。更新のバージョン番号を確認するには、マウス ポ
インタをデバイスに置きます。更新バージョンは、表示されるツールチップに表示されます。
FindIT を使用すると、更新を PC に直接ダウンロードできます。更新のリリース ノートを確認
するには、リリース ノート アイコンをクリックして、現在のブラウザ ウィンドウでリリース 
ノートを表示します。
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FindIT の更新 
ステップ 1 ダウンロード処理を開始するには、次のいずれかの方法を使用します。

 • ダウンロード フォルダに更新をダウンロードするには：ダウンロード アイコンをクリック
します。または、デバイス名を右クリックし、[ 新ファームウェアのダウンロード] を選
択します。

 • 他の場所に更新をダウンロードするには：デバイス名を右クリックし、[場所を指定して
新ファームウェアをダウンロード...] を選択します。

ステップ 2 更新に複数のファイルが含まれる場合は、ファイルを選択するビューが表示され、ダウンロー
ドする 1 つ以上のファイルを選択できます。[場所を指定して 新ファームウェアをダウンロー
ド...] メニュー オプションが選択されている場合、このビューでは、更新のダウンロード先
フォルダも指定できます。

更新が 1 つのファイルであり、[場所を指定して 新ファームウェアをダウンロード...] メ
ニュー オプションが選択されている場合は、更新のダウンロード先フォルダを指定するビュー
が表示されます。

ステップ 3 更新をダウンロードするにあたり有効なサポート契約が必要な場合は、cisco.com ユーザ名とパ
スワードを入力するように求められます。ここで入力するユーザ名は、更新するデバイスを対
象とするサービス契約に関連付けられている必要があります。

更新に対するエンド ユーザ ライセンス契約（EULA）に同意するよう求められる場合もあり
ます。

ステップ 4 ダウンロードが開始すると、ダウンロード アイコンに代わって、ダウンロードの完了率を示す
進行状況インジケータが表示されます。進行中のダウンロードをキャンセルするには、進行状
況インジケータをクリックします。ダウンロードが完了したら、FindIT はファイル チェックサ
ムを検証して、ダウンロードされたファイルの整合性を確認します。

ステップ 5 進行状況インジケータが 100 % を示している場合、進行状況インジケータをクリックすると、
ダウンロードが含まれるフォルダが開きます。

FindIT の更新
新しいバージョンの FindIT ユーティリティがリリースされたら、サイドバーの FindIT 見出し
の横にダウンロード アイコン  が表示されます。

ステップ 1 更新処理を開始するには、ダウンロード アイコンをクリックします。更新に対するエンド 
ユーザ ライセンス契約（EULA）に同意するよう求められる場合があります。

ステップ 2 ダウンロードが開始すると、ダウンロード アイコンに代わって、ダウンロードの完了率を示す
進行状況インジケータが表示されます。進行中のダウンロードをキャンセルするには、進行状
況インジケータをクリックします。

ステップ 3 ダウンロードが完了したら、FindIT はファイル チェックサムを検証してダウンロードされた
ファイルの整合性を確認し、インストーラを実行します。インストールを完了するには、

「Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール」（P.1-6）の手順に従って操作します。
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FindIT の更新
3-22
Cisco FindIT Network Discovery Utility Version 2.0

78-21383-02



78-21383-02 
第 章4

ツール

Cisco FindIT には、ネットワークの管理に役立つ多数のツールが用意されています。このよう
なツールには、ネットワーク健全性チェック、一連のレポート、Cisco Small Business デバイス
で Cisco Active Advisor の機能を利用できるようにする統合機能などがあります。これらのツー
ルには、[ツール] アイコンをクリックすることでアクセスできます。

 • 「ネットワーク健全性チェック」（P.4-23）

 • 「レポート」（P.4-23）

 • 「Cisco Active Advisor」（P.4-24）

ネットワーク健全性チェック
ネットワーク健全性チェックは、ネットワークの全体的な状況についての情報を提供します。
このツールは、検出された各デバイスについて、ファームウェア バージョンが 新かどうか、
そのデバイスがメンテナンスや保証の対象となっているか、デバイスのサポート終了が近いか
どうかを通知します。これにより、ネットワーク内に注意が必要なデバイスがあるかどうかを
素早く確認できます。

 • 現在のブラウザ ウィンドウで健全性チェックを表示するには：[ネットワーク健全性チェッ
ク（Network Health Check）] をダブルクリックします。または、[ネットワーク健全性
チェック（Network Health Check）] を右クリックし、[開く] を選択します。ウィンドウの
メイン領域に、健全性チェックの詳細が表示されます。

 • 新しいブラウザ ウィンドウで健全性チェックを表示するには：[ネットワーク健全性チェッ
ク（Network Health Check）] を右クリックし、[新しいウィンドウで開く] を選択します。
新しいブラウザ ウィンドウが開き、健全性チェックの詳細が表示されます。

 • 新しいタブで健全性チェックを表示するには：[ネットワーク健全性チェック（Network 
Health Check）] を右クリックし、[新しいタブで開く] を選択します。新しいタブが開き、
健全性チェックの詳細が表示されます。

レポート
FindIT には、ネットワーク内のデバイスの詳細情報を提供する一連のレポートが用意されてい
ます。以下のレポートが使用可能です。

 • インベントリ：インベントリ レポートには検出されたすべてのデバイスの一覧が、ファー
ムウェア バージョン、シリアル番号、MAC アドレス、IP アドレス、警告（発生している
場合）などの詳細情報とともに表示されます。
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 • サポート終了：サポート終了レポートには、シスコがサポート終了通知を発行済みである
すべてのデバイスが一覧表示されます。サポート終了に関するすべての基準日と、推奨さ
れる代替製品が表示されます。

 • メンテナンス：メンテナンス レポートには、検出されたすべてのデバイスが一覧表示され
ます。このレポートには、該当のデバイスが保証の対象かどうか、または有効なサービス
契約の対象かどうかが記載されています。保証や契約の有効期限日も記載されています。

レポートは以下のいずれかの方法で表示します。

 • 現在のブラウザ ウィンドウでレポートを表示するには：レポートのタイトルをダブルク
リックします。または、レポートのタイトルを右クリックし、[開く] を選択します。ウィ
ンドウのメイン領域に、レポートの詳細が表示されます。

 • 新しいブラウザ ウィンドウでレポートを表示するには：レポートのタイトルを右クリック
し、[新しいウィンドウで開く] を選択します。新しいブラウザ ウィンドウが開き、レポー
トの詳細が表示されます。

 • 新しいタブでレポートを表示するには：レポートのタイトルを右クリックし、[新しいタブ
で開く] を選択します。新しいタブが開き、レポートの詳細が表示されます。

Cisco Active Advisor
Cisco Active Advisor はクラウドベースのサービスであり、ネットワーク インベントリに関する
重要なライフサイクル情報を提供します。Cisco Active Advisor は、製品の状態を 新に保ち、
以下の情報を提供することによって、ネットワーク全体のリスクの低減を支援します。

 • 保証およびサービス契約のステータス

 • Product Security Incident Response Team（PSIRT）やフィールド通知を含む製品アドバイザリ

 • ハードウェアおよびソフトウェアのサポート終了通知

Cisco Active Advisor は、これらの件について、前述したレポートよりさらに詳細な情報を提供
します。また、Small Business ポートフォリオに含まれていないシスコのデバイスに関する情
報を提供することもできます。Cisco Active Advisor を使用するには、cisco.com に登録されたア
カウントが必要です。アカウントを登録するには、www.cisco.com に移動し、右上隅にある 
[ユーザ登録] リンクをクリックします。

Cisco Active Advisor の使用

Cisco Active Advisor を使用すると、さまざまなアクションを実行できます。これらのアクショ
ンには、FindIT によって検出されたデバイスの詳細情報のアップロード、Cisco Small Business 
ポートフォリオに含まれないデバイスを検出するための Cisco Active Advisor Scanner の実行、
Cisco Active Advisor でのデバイスの詳細情報の表示などがあります。また、Cisco Active 
Advisor 自体についての情報も、クリックにより表示できます。

 • 検出したデバイスを Cisco Active Advisor にアップロードするには：[インベントリの CAA 
へのアップロード（Upload Inventory to CAA）] をダブルクリックします。cisco.com のクレ
デンシャルを入力するように指示される場合があります。該当するチェックボックスをオ
ンにして、今後の利用のためにこのクレデンシャルを FindIT に保存することができます。
次に、これらのデバイスに対して使用するラベルを指定するように指示されます。ドロッ
プダウンからラベルを選択するか、ボックス内をクリックして新しいラベルを入力します。
次に、該当のボタンをクリックして、アップロードされるデータを送信前に確認します。

後に、[アップロード] をクリックしてデータを送信します。送信しない場合は [キャンセ
ル] をクリックします。
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 • Cisco Active Advisor Scanner を実行するには：[CAA Scanner の実行（Run CAA Scanner）] 
をダブルクリックします。cisco.com のクレデンシャルを入力するように指示される場合が
あります。該当するチェックボックスをオンにして、今後の利用のためにこのクレデン
シャルを FindIT に保存することができます。スキャナがご使用のブラウザで開きます。ス
キャナの使用の詳細については、このページの下部にあるヘルプおよび FAQ のリンクをク
リックしてください。

 • Cisco Active Advisor でデバイスを表示するには：[CAA デバイス ビューの表示（Show 
CAA Device View）] をダブルクリックします。cisco.com のクレデンシャルを入力するよう
に指示される場合があります。該当するチェックボックスをオンにして、今後の利用のた
めにこのクレデンシャルを FindIT に保存することができます。ご使用のブラウザでデバイ
ス ビューが開きます。デバイス ビューの使用の詳細については、このページの下部にある
ヘルプおよび FAQ のリンクをクリックしてください。

 • Cisco Active Advisor に関する情報を表示するには：[Cisco Active Advisor について（About 
Cisco Active Advisor）] をダブルクリックします。cisco.com のクレデンシャルを入力するよ
うに指示される場合があります。該当するチェックボックスをオンにして、今後の利用の
ためにこのクレデンシャルを FindIT に保存することができます。ご使用のブラウザで、
Cisco Active Advisor の概要ページが開きます。
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ブックマークおよびサポート リソース

ブックマークを使用すると、Cisco Small Business デバイスの操作中に見つけた、役に立つ Web 
ページへのリンクを保存できます。[ブックマーク] ビューを使用して、デバイスの管理に役立
つサポート リソースにアクセスすることもできます。

 • 「ブックマークの使用」（P.5-27）

 • 「ブックマークの追加または編集」（P.5-28）

 • 「サポート リソースへのアクセス」（P.5-28）

ブックマークの使用
ブックマークを表示するには、[ブックマーク] アイコン <image> をクリックします。この一覧
はブックマークとブックマークのフォルダを含むツリーに構成されています。ブックマークは
好みの順序に並べることができます。

 • フォルダを展開する、または折りたたむには：フォルダ名の横にあるアイコンをクリック
します。

 • 現在のブラウザ ウィンドウでブックマークを表示するには：ブックマークをダブルクリッ
クします。または、ブックマークを右クリックし、[開く] を選択します。ウィンドウのメ
イン領域に、該当の Web ページが表示されます。

 • 新しいブラウザ ウィンドウでブックマークを表示するには：ブックマークを右クリック
し、[新しいウィンドウで開く] を選択します。新しいブラウザ ウィンドウが開き、該当の 
Web ページが表示されます。

 • 新しいタブでブックマークを表示するには：ブックマークを右クリックし、[新しいタブで
開く] を選択します。新しいタブが開き、該当の Web ページが表示されます。

 • ブックマークの順序を上または下に移動するには：ブックマークの上にマウス ポインタを
置き、表示された上矢印または下矢印をクリックしてブックマークを移動します。

 • ブックマークを追加するには：新しいブックマークまたはフォルダを追加するには、[追加] 
をクリックします。フォルダに新しいブックマークを追加するには、該当のフォルダを開
き、フォルダ内で [追加…] をクリックします。詳細については、4-20 ページの「ボタンの
追加または編集」を参照してください。

 • ブックマークまはたフォルダを編集するには：ブックマークまたはフォルダの上にマウス 
ポインタを移動し、表示された鉛筆のアイコンをクリックします。詳細については、4-20 
ページの「ボタンの追加または編集」を参照してください。

 • ブックマークを削除するには：ブックマークの上にマウス ポインタを移動し、表示された
「x」をクリックしてブックマークを削除します。
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ブックマークの追加または編集
ブックマークの追加または編集
ブックマークまたはフォルダを追加するには、ブックマーク ビューを表示して [追加…] をク
リックします。フォルダ内にブックマークを追加するには、フォルダを開いて [追加…] をク
リックします。ブックマークを変更するには、該当のブックマークの上にマウス ポインタを移
動し、表示された鉛筆のアイコンをクリックします。

ステップ 1 ブックマークを作成するには、以下の情報を入力します。

 • タイトル（必須）： 大 20 文字を入力できます。これはブックマーク ビューに表示される
ブックマークの名前です。

 • URL（必須）：このブックマークを開くと起動される Web サイトのドメイン名または IP ア
ドレスを入力します。

 • ツールチップ テキスト（オプション）：ブックマークの上にマウス ポインタを置いたとき
に表示される、簡単な説明を入力します。

ステップ 2 フォルダを作成するには、以下の情報を入力します。

 • タイトル（必須）： 大 20 文字を入力できます。これはブックマーク ビューに表示される
フォルダの名前です。

 • [フォルダ] チェックボックス（必須）：[フォルダ] チェックボックスがオンになっているこ
とを確認します。

ステップ 3 変更を保存するには  をクリックし、変更を保存せずにキャンセルする場合は  をクリッ
クします。

サポート リソースへのアクセス
Cisco FindIT では、ブックマーク ビューからサポート リソースなどの情報に簡単にアクセスで
きます。サポート リソースは一覧の 下部、追加したすべてのブックマークの下に表示され
ます。

 • Small Business サポートにアクセスするには：[Small Business サポート（Small Business 
Support）] フォルダを開き、[サポート センターの連絡先] をクリックすると、各国から 
Small Business サポートにアクセスする方法に関する詳しい情報が記載されている Web 
ページが表示されます。または、[オンライン チャット サポート（Online Chat Support）] 
をクリックして、サポート エンジニアとチャットします。

 • Small Business Support Community にアクセスするには：[Small Business サポート（Small 
Business Support）] をフォルダを開き、[サポート コミュニティ ] をクリックして、ブラウ
ザでサポート コミュニティの Web ページを開きます。

 • Cisco FindIT に関するフィードバックを提供するには：[FindIT のフィードバックを送信] を
クリックして、Cisco FindIT フィードバック フォームを開きます。

 • Cisco FindIT のバージョンを確認するには：[Cisco FindIT について] をクリックします。
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シスコ ソーシャル

Cisco FindIT を使用すると、ソーシャル メディアで Cisco Small Business に簡単にアクセスでき
ます。[シスコ ソーシャル（Cisco Social）] ビューには、Cisco Small Business ブログや Cisco 
Small Business Support Community の 新のエントリが表示されます。このビューには、Facebook、
Instagram、LinkedIn、および Twitter の Cisco Small Business へのリンクも表示されます。

 • 「ブログおよびサポート コミュニティの記事の表示」（P.6-29）

 • 「ソーシャル メディアでの Cisco Small Business へのアクセス」（P.6-30）

ブログおよびサポート コミュニティの記事の表示
[シスコ ソーシャル（Cisco Social）] ビューを表示するには、[シスコ ソーシャル（Cisco Social）] 
アイコンをクリックします。この一覧には、Cisco Small Business ブログとサポート コミュニ
ティそれぞれの 新 10 件の記事のタイトルが、新しいものから順番に表示されています。未
読の記事の左側にはドットが表示されています。

 • 現在のブラウザ ウィンドウで記事を表示するには：記事のタイトルをダブルクリックしま
す。または、記事のタイトルを右クリックし、[開く] を選択します。ウィンドウのメイン
領域に、該当の記事が表示されます。

 • 新しいブラウザ ウィンドウで記事を表示するには：記事のタイトルを右クリックし、[新し
いウィンドウで開く] を選択します。新しいブラウザ ウィンドウが開き、該当の記事が表
示されます。

 • 新しいタブで記事を表示するには：記事のタイトルを右クリックし、[新しいタブで開く] 
を選択します。新しいタブが開き、該当の記事が表示されます。

 • 記事に未読または既読のマークを付けるには：記事のタイトルを右クリックして、[Mark 
as read（既読にする）] または [Mark as unread（未読にする）] を選択します。

 • ソースのすべての記事に未読または既読のマークを付けるには：Cisco Small Business また
は Cisco Small Business Support Community のいずれかを右クリックし、[Mark as read（既読
にする）] または [Mark as unread（未読にする）] を選択します。
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ソーシャル メディアでの Cisco Small Business へのアクセス
ソーシャル メディアでの Cisco Small Business へのアク
セス

Facebook、Instagram、LinkedIn、または Twitter で Cisco Small Business にアクセスするには、
[ソーシャル（Social）] ビューを表示して、対応するアイコンをクリックします。該当のサ
イトの Web ページがブラウザの新しいタブで開きます。

または、アイコンを右クリックして、現在のウィンドウ、新しいタブ、または新しいウィンド
ウで開くことを選択します。
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設定の変更

改訂日：2015 年 1 月、78-21383-02
Cisco FindIT を使用すると、[設定] ビューを使用してユーティリティの動作を制御できます。
Cisco FindIT の設定を調整するには、まず [設定] アイコンをクリックします。

次に、目的の変更に対応するカテゴリ見出しをクリックします。

 • 「Cisco Active Advisor の設定の変更」（P.7-31）

 • 「製品向上の設定の変更」（P.7-32）

 • 「ソフトウェア更新の設定の変更」（P.7-33）

Cisco Active Advisor の設定の変更
Cisco Active Advisor の設定カテゴリを使用すると、FindIT と Cisco Active Advisor の連携方法を
制御できます。以下のオプションを使用できます。

 • cisco.com のクレデンシャルを指定するには：指定されたフィールドにご自分の cisco.com 
クレデンシャルを入力すると、検出されたデバイスの Cisco Active Advisor への自動アップ
ロードが有効になります。ここでクレデンシャルを保存すると、[ツール] ビューで Cisco 
Active Advisor のオプションを使用する際にクレデンシャルを要求されることがなくなりま
す。Cisco Active Advisor に関する他の任意の設定を変更する場合は、その前に有効な 
cisco.com クレデンシャルを入力する必要があります。

 • アップロードされるデバイスのデフォルト ラベルを指定するには：ドロップダウン リスト
からラベルを選択して、自動でアップロードされるデバイスに使用するラベルと、デバイ
スを手動でアップロードする際に表示されるデフォルト ラベルを指定します。

 • アップロードされるデバイスの新規デフォルト ラベルを作成するには：ドロップダウン リ
ストのテキスト領域をクリックして、新しいラベルを入力します。

 • 検出されたデバイスを自動的にアップロードするには：[検出されたデバイスを CAA へ自
動アップロード] チェックボックスがオンになっていることを確認します。この機能はデ
フォルトでは無効になっています。

 • アップロードされるデータを送信前に表示するには：[送信前にデータを確認] チェック
ボックスがオンになっていることを確認します。この機能はデフォルトでは無効になって
います。

 • アップロードされるデータのサンプルを表示するには：Cisco Active Advisor にアップロー
ドされる情報の種類の例を表示するには、[サンプルの表示] リンクをクリックします。
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製品向上の設定の変更
製品向上の設定の変更
製品向上機能は、Cisco FindIT での Cisco Small Business デバイスの配置方法に関するフィード
バックを自動的に提供することを目的としています。この機能で共有したデータは、シスコの
ソフトウェア品質向上のために役立てます。

[製品向上] 設定ウィンドウを使用すると、製品向上データをシスコに送信するかどうかを制御
できます。データを送信する前に通知されるように指定することもできます。このように指定
すると、各セッションで収集されたデータを確認し、送信するかどうかを選択できます。収集
されたデータの種類の例を確認するには、[サンプルの表示] リンクをクリックします。Cisco 
FindIT を 初に実行すると、データが収集される前に [製品向上] 設定が自動的に表示されます。

製品向上機能が有効の場合は、次の情報のみが収集されます。

 • Cisco FindIT ユーティリティ、オペレーティング システム、および Web ブラウザのバー
ジョン情報

 • Cisco FindIT の使用状況の統計。どのくらいの頻度で FindIT が開かれているか、ファーム
ウェア更新がダウンロードされているか、など

 • 実行中に Cisco FindIT で発生したエラーの詳細

 • 検出された Cisco Small Business デバイスの数と種類

 • 検出された各 Cisco Small Business デバイスのハードウェア情報とファームウェア バー
ジョン

Cisco FindIT がインストールされている、製品向上データの送信元 PC のパブリック IP アドレ
スも、Cisco サーバによって記録される可能性があります。これは、インターネット サービス 
プロバイダー（ISP）によって管理され、サイトのルータまたはファイアウォールに割り当て
られている、WAN またはインターネット IP アドレスです。

次の情報は、製品向上機能の一部としては収集されません。

 • Cisco Small Business 製品ではないデバイスに関する情報

 • サイトのルータまたはファイアウォールの背後にあるデバイスのホスト名または IP アド
レス

 • Cisco.com のユーザ名またはパスワード

 • デバイスで設定されたユーザ名またはパスワード

製品向上データは、Cisco FindIT が実行されている PC 上のテキスト ファイルに格納され、シ
スコがホストするサーバにセッションごとに送信されます。送信された情報は、ユーザの PC 
から削除されます。

シスコによる個人情報の取り扱い方法の詳細については、シスコのプライバシー ポリシーを参
照してください。
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ソフトウェア更新の設定の変更
ソフトウェア更新の設定の変更
[ソフトウェアの更新] 設定を使用すると、ソフトウェア更新の確認およびダウンロードを行う
タイミングや方法を制御できます。

 • デバイス ファームウェアの更新を自動的に確認するには：[デバイスファームウェアの更新
が検出された際の自動確認] チェックボックスがオンになっていることを確認します。この
機能はデフォルトで有効になっています。

 • デフォルトのダウンロード場所を変更するには：[ダウンロード先（Download to）] ディレ
クトリの横にあるフォルダ アイコンをクリックし、目的のダウンロード先に移動します。
デフォルトの場所は、FindIT のインストール時に Web ブラウザで設定されたダウンロード 
ディレクトリです。

 • FindIT アプリケーションの更新を自動的に確認するには：[FindIT アプリケーションの更
新を自動確認] チェックボックスがオンになっていることを確認します。この機能はデフォ
ルトで有効になっています。

ソフトウェア更新を検出してダウンロードすると、デバイスの種類とモデル、ホスト名、シリ
アル番号、および現在のファームウェアのバージョンがシスコに送信されます。また、サービ
ス契約が必要なソフトウェア更新のファームウェアをダウンロードする場合は、cisco.com ID 
も送信されることがあります。

シスコによる個人情報の取り扱い方法の詳細については、シスコのプライバシー ポリシーを参
照してください。
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ソフトウェア更新の設定の変更
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改訂日：2015 年 1 月、78-21383-02

この項では、Cisco FindIT の機能と、Web ブラウザで発生する可能性がある問題について詳し
く説明します。内容は次のカテゴリに分類されます。

 • 「基本操作」（P.A-35）

 • 「デバイスとデバイス検出ビュー」（P.A-36）

基本操作

Q. インストールされている Cisco FindIT のバージョンを知らせるにはどうすればよいですか。

A. [ブックマーク] アイコンをクリックし、[Cisco FindIT について] をクリックします。表示さ
れたパネルにバージョン番号が表示されます。閉じるには、パネルの任意の場所をクリッ
クします。

Q. Cisco FindIT をアップグレードするにはどうすればよいですか。

A. FindIT の新しいバージョンがダウンロードできる場合、FindIT の見出しの横には、新しい
バージョンが使用可能であることを示すツールチップとともにダウンロード アイコンが
表示されます。このアイコンをクリックしてインストーラをダウンロードし、実行できま
す。インストールを完了するには、「Cisco FindIT のインストールおよびアンインストー
ル」（P.1-6）の手順に従って操作します。

または

Cisco FindIT ユーティリティを手動でアップグレードするには、次の手順に従って操作し
ます。

ステップ 1 http://www.cisco.com/go/findit からインストール ファイルをダウンロードします。

ステップ 2 開いている Web ブラウザ ウィンドウを閉じます。インストーラをダブルクリックして、アッ
プグレードを続行します。

ステップ 3 「Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール」（P.1-6）の手順に従ってインストール
を完了します。

ステップ 4 ブラウザを開いて、新しいバージョンの Cisco FindIT を使用します。
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デバイスとデバイス検出ビュー
注 Cisco FindIT をアップグレードしたら、以前のバージョンにダウングレードすることは
お勧めしません。

Q. Cisco FindIT をアンインストールするにはどうすればよいですか。

A.「Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール」（P.1-6）を参照してください。

Q. FindIT で自動更新の設定を構成できますか。

A. はい。自動更新を構成するには、[設定] アイコンをクリックして、[ソフトウェア更新] カ
テゴリを選択します。[デバイスのファームウェアの更新] と [FindIT アプリケーションの更
新] の設定を構成するオプションが表示されます。必要に応じていずれかのオプションを選
択します。

Q. FindIT サービスを再起動するにはどうすればよいですか。

A. Windows PC を使用している場合は、サービス管理ツールを開き、FindITServer を選択し
て、[サービスの再起動（Restart Service）] をクリックします。Mac を使用している場合は、
ターミナル ウィンドウを開いて以下のコマンドを入力します。

    sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.finditserver.plist
    sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.finditserver.plist

デバイスとデバイス検出ビュー

Q. デバイス マネージャを新しいウィンドウで開くことができません。どうすればよいですか。

A. ブラウザのポップアップ ブロックによって、デバイス マネージャが起動できなくなってい
る可能性があります。ブラウザでポップアップが許可されるように設定されていても、イ
ンストールされている他の拡張機能アプリケーションによってポップアップがブロックさ
れることもあります。

ブラウザのポップアップ設定を調整するか、他の拡張機能のポップアップ設定を調整するか、
ショートカット メニューを使用して、デバイス マネージャを同じウィンドウ内で起動するこ
とができます。

 • デバイス マネージャを同じウィンドウで起動する：デバイス マネージャを現在のウィンド
ウで起動すれば、ポップアップの問題を回避できます。デバイス検出ビューでデバイスの
名前をダブルクリックするか、右クリックして [開く] を選択します。

 • デバイス マネージャを新しいタブで起動する：デバイスを右クリックし、[新しいタブで開
く] をクリックします。

Q. Internet Explorer で、デバイス検出ビューからデバイス マネージャにログインできません。

A. Internet Explorer では、セキュリティ、プライバシー、またはコンテンツ オプションがデ
フォルトのレベルよりも高く設定されていると、Cisco FindIT のデバイス検出ビューからデ
バイス マネージャにログインできないことがあります。この問題が発生した場合は、IE メ
ニュー バーの [ツール] > [インターネット オプション] を選択します。その後、次の変更を
行います。

 • [セキュリティ ] タブ： 適な結果を得るには、[中高]（デフォルト設定）を選択します。

 • [プライバシー ] タブ： 適な結果を得るには、[中]（デフォルト設定）を選択します。
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 • [コンテンツ] タブ： 適な結果を得るには、コンテンツ アドバイザーが無効になっている
ことを確認します。

（コンテンツ アドバイザーを有効にした場合は、無効にするときにパスワードを入力する
よう求められるので、コンテンツ アドバイザー用に作成したパスワードを入力します。）

Q. デバイス マネージャを起動して、ログインしようとすると、Cookie が有効になっていない
ことを示すエラー メッセージが表示されます。

A. Internet Explorer 9 でプライバシー設定が [高] になっていると、ログインがブロックされま
す。これを回避するには、[ツール] > [インターネット オプション] にアクセスします。[プ
ライバシー ] タブをクリックし、[詳細設定] ボタンをクリックします。[自動 Cookie 処理を
上書きする] チェックボックスをオンにします。

Q. デバイスとの接続を切断しましたが、そのデバイスがまだデバイス検出ビューに通常どお
り表示されています。ビューを更新するにはどうすればよいですか。

A. デバイスのタイミングによっては、Cisco FindIT でデバイスの状態がすぐに更新されないこ
とがあります。デバイスの接続または切断後、数分経過してもビューが自動的に更新され
ない場合は、ビューの右側の上部にある [更新] アイコンをクリックします。

Q. 別のサブネットに移動したデバイスが以前の IP アドレスのままビューに表示され、デバイ
ス マネージャを起動できません。

A. デバイスの IP アドレスが変更されても、以前の IP アドレスのままデバイス検出ビューに
表示されることがあります。デバイスを再起動します。ビューの右側の上部にある [更新] 
アイコンをクリックします。

Q. 検出ビューに表示されているデバイスのデバイス マネージャに接続できないのはなぜで
すか。

A. デバイスの IP アドレスが別のサブネットにあり、ルータがその IP アドレスへのパスを検
出できません。検出ビューで、デバイスの右側に警告アイコンが表示されている場合もあ
ります。IP アドレッシングに問題があるかどうかを確かめるには、検出ビューのデバイス
にマウス ポインタを置き、ポップアップ表示される IP アドレスを確認します。このアドレ
スを自分の PC のアドレスと比較します。問題が発生しないようにするには、デバイスと
同じサブネットの IP アドレスで PC を設定するか、サブネットの静的 IP アドレスでデバイ
スを設定するか、ルータから IP アドレスを動的に受信するようにデバイスを設定します。

Q. デバイス検出ビューにデバイスを表示できないのはなぜですか。

A. 複数の原因が考えられます。

 • Bonjour サービスがデバイスで無効になっています。設定ユーティリティを起動し、Bonjour 
サービスを有効にする手順については、デバイスのマニュアルを参照してください。

 • PC の Bonjour サービスが停止しています。[管理ツール] > [サービス] で Bonjour サービスを
確認し、このサービスが開始されていることを確認します。

 • マルチキャスト トラフィックがブロックされています。ルータおよびスイッチの設定をす
べて確認して、マルチキャスト トラフィックが許可されていることを確かめます。PC 上
のセキュリティ ソフトウェアを確認して、Bonjour またはマルチキャスト トラフィックが
ブロックされていないことを確かめます。

Q. ネットワーク デバイスの中に Cisco FindIT で検出されないものがあるのはなぜですか。

A. Cisco FindIT のデバイス検出メカニズムは、ルータで接続された VLAN または LAN では機
能しません。他の VLAN にあるデバイスを検出するには、PC をその VLAN に接続する必
要があります。
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付録 A      よく寄せられる質問（FAQ）       
デバイスとデバイス検出ビュー
Q. デバイス検出ビューに表示されるポップアップ情報がデバイスの種類によって異なるのは
なぜですか。

A. Cisco FindIT は、この情報をデバイスの検出中にデバイスから直接取得します。デバイスの
違いや、ファームウェアのバージョンの違いにより、アドバタイズされる情報の量が異な
ることがあります。一般に、デバイスやファームウェアが古くなるほど、アドバタイズさ
れる情報は少なくなります。 適な結果を得るには、デバイスのファームウェアを 新リ
リースに更新します。
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付録 B

関連情報

改訂日：2015 年 1 月、78-21383-02

リソース
シスコでは、Cisco FindIT を 大限に活用できるように、さまざまなリソースを提供しています。

サポート

Cisco Small Business Support Community www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business Support とリソース www.cisco.com/go/smallbizhelp

電話サポートのお問い合わせ先 www.cisco.com/go/sbsc

Cisco Small Business ファームウェアのダウンロード www.cisco.com/go/software

製品のマニュアル

Cisco FindIT www.cisco.com/go/findit

Cisco Small Business

Cisco Partner Central for Small Business（パートナー ロ
グインが必要）

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Cisco Small Business ホーム www.cisco.com/smb
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付録 B      関連情報       

リソース
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