
アドミニストレーション 

ガイド

シスコ スモール ビジネス

Cisco FindIT Network Discovery Utility バージョン 1.0.1



© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.  OL-25966-01

 

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における商標です。Cisco の商標の一覧は、www.cisco.com/
go/trademarks でご確認いただけます。掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco 
と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。（1005R）

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。
リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートが
あり、リンク先のページが移動 /変更されている場合がありますことをご了承
ください。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者に
ご確認ください。

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/go/trademarks
www.cisco.com/jp/go/safety_warning/


Cisco FindIT アドミニストレーション ガイド 3

 目　次

第 1 章 : はじめに 4

サポート対象デバイス 4

要件 4

Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール 5

Cisco FindIT のインストール 5

Cisco FindIT のアンインストール 6

機能の概要 7

Cisco FindIT ボタン 7

デバイス検出サイドバー 8

第 2 章 : ヘルプ システムの使用 9

第 3 章 : デバイス検出サイドバーの使用 10

サイドバーの表示 10

サイドバーからのデバイス マネージャの起動 11

第 4 章 : ツールバーの設定の調整 12

ツールバーの設定の変更 12

ボタンの追加または編集 13

ボタン名の表示または非表示 14

第 5 章 : シスコ スモール ビジネス アプリケーションの起動 15

付録 A: FAQ 16

基本操作 16

デバイスとデバイス検出サイドバー 18

アプリケーション 23

付録 B: 関連情報 24



1
 

はじめに

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 ブラウザ内の便利なツールバー
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
シスコ スモール ビジネス デバイスをすべて自動的に検出します。各デバイスのスナップ
ショットを表示することや、製品のコンフィギュレーション ユーティリティを起動して設定
値を表示および指定することができます。

次のトピックを参照してください。

• 「サポート対象デバイス」（P.4）

• 「要件」（P.4）

• 「Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール」（P.5）

• 「機能の概要」（P.7）

サポート対象デバイス

サポート対象デバイスの一覧については、www.cisco.com/en/US/products/ps10660/

prod_technical_reference_list.html を参照してください。

要件

Cisco FindIT を実行するには、PC が次の要件を満たしている必要があります。

• オペレーティング システム：Windows XP Service Pack 2 以降、Windows 

Vista、または Windows 7 

• Web ブラウザ：Microsoft Internet Explorer（32 ビットのみ）バージョン 7、8、
9、または Firefox バージョン 6.0.x
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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。

• サポート対象デバイスである （サポート対象デバイスの一覧については、
www.cisco.com/en/US/products/ps10660/prod_technical_reference_list.html 

を参照してください）

• 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 サービスが有効になっている（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 をインストールまたはアンインストールできます。

• 「Cisco FindIT のインストール」（P.5）

• 「Cisco FindIT のアンインストール」（P.6）

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。

ファームウェアの一覧から、オペレーティング システムに対応した最新のファームウェアを
検索します。Windows 32 ビット版：ファイル名で x86 を検索します。Windows 64 
ビット版：x64 を検索します。

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。ブラウザを開いている場合、ツールバー
は更新されず、Cisco FindIT は表示されません。

ステップ  3 .exe ファイルをダブルクリックします。

ステップ  4 各ウィザード ページの手順に従ってインストールを続行します。
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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、Program 

Compatibility Assistant が表示されることがあります。続行するには、[このプログラム
は正しくインストールされました ] をクリックします。（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。

ステップ  5 Web ブラウザを起動します。

ヒント：Internet Explorer を Windows Vista または Windows 7 で使用している場合は、
Internet Explorer を管理者として起動します。管理者モードでは、非管理者モードで使用
できないブラウザ機能を使用できます。Internet Explorer を起動するには、デスクトップ
上の IE アイコンを右クリックし、[管理者として実行 ] をクリックします。

ステップ  6 Cisco FindIT ツールバーが自動的に表示されない場合は、[表示 ] メニューを開き、[ツー
ル バー ] > [Cisco FindITツールバー ] を選択します。

（注）：Internet Explorer 9 では、ツールバーを有効にする必要があります。その後、上記
の手順を実行します。ブラウザを再起動すると、サイドバーが表示されます。

Cisco FindIT のアンインストール

Cisco FindIT をアンインストールする場合は、Windows コントロール パネル（推奨）ま
たは InstallShield Wizard を使用します。

コントロール パネルからアンインストールする（推奨）

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 ] > [プログラムの追加と削除 ]（Windows XP）または [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 ]

（Windows 7）を選択します。

ステップ  3 プログラムの一覧から Cisco FindIT を見つけます。

ステップ  4 [変更と削除 ]（Windows XP）または、[アンインストール ]（Windows 7）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ら、[OK] をクリックして続行します。プ
ログラムを削除しない場合は、[キャンセル ] をクリックしてメッセージを閉じます。
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InstallShield Wizard からアンインストールする

ステップ 1 PC 上の Cisco FindIT 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、プログラムを実行します。

ステップ  3 [Cisco FindITインストールウィザードへようこそ ] ページが表示されたら、[次へ ] をク
リックします。

ステップ  4 [プログラムのメンテナンス ] ページが表示されたら、[削除 ] をクリックし、[次へ ] をク
リックします。

ステップ  5 [プログラムの削除 ] ページが表示されたら、[削除 ] をクリックして削除を確定するか、
[キャンセル ] をクリックしてプロセスを中止します。

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。

• 「Cisco FindIT ボタン」（P.7）

• 「デバイス検出サイドバー」（P.8）

Cisco FindIT ボタン

Cisco FindIT には次のようなボタンがあります。

• [Cisco]：このボタンをクリックすると、Cisco.com のシスコ スモール ビジネス 
ホームページにアクセスできます。

• [FindIT]：このボタンをクリックすると、デバイス検出サイドバーの表示 /非表示を
切り替えることができます。表示を更新するには、[FindIT] ボタン上の矢印アイコン
をクリックし、メニューから [更新 ] を選択します。詳細については、「デバイス検出
サイドバーの使用」（P.10）を参照してください。

• [アプリケーション ]：このボタンをクリックすると、サポート対象のシスコ スモール 

ビジネス アプリケーションのメニューを表示できます。リンクをクリックすると、
アプリケーションが起動します。このアプリケーションがコンピュータ上で検出され
ない場合は、エラー メッセージが表示されます。サポート対象アプリケーションの
一覧については、www.cisco.com/en/US/products/ps10660/

prod_technical_reference_list.html を参照してください。
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詳細については、「シスコ スモール ビジネス アプリケーションの起動」（P.15）を参照し
てください。

ヒント：ご使用のコンピュータで Windows Vista または Windows 7 を実行している
場合は、Internet Explorer を管理者として起動する必要があります。管理者モードでは、
非管理者モードで使用できないブラウザ機能を使用できます。Internet Explorer を起動
するには、デスクトップ上の Internet Explorer アイコンを右クリックし、[管理者とし
て実行 ] をクリックします。

• [設定 ]：このボタンをクリックすると、[設定 ] メニューが表示されます。[Cisco 

FindIT] ボタンを追加、削除、または再編成するには、[ツールバーオプション ] を選
択します。[Cisco FindIT] ボタンにラベルを表示するには、[ボタン名の表示 ] をオ
ンにします。アイコンのみを表示するには、オフにします。詳細については、「ツー
ルバーの設定の調整」（P.12）を参照してください。

• [サポート ]：このボタンをクリックすると、[サポート ] メニューが表示されます。こ
のメニューにはヘルプ システム、サポート サイト、オンライン チャット サポート、
バージョン情報（[Cisco FindITについて ]）へのリンクなどがあります。

（注）：ヘルプ システムを起動すると、Internet Explorer にスクリプトや ActiveX コン
トロールに関するメッセージが表示されることがあります。ヘルプ システムのすべての
機能を有効にするには、黄色のメッセージ ボックスをクリックし、[ブロックされている
コンテンツを許可 ] をクリックします。詳細については、「ヘルプ システムの使用」（P.9）
を参照してください。

デバイス検出サイドバー

Cisco FindIT は、ネットワーク内からサポート対象シスコ スモール ビジネス デバイスをす
べて自動的に検出して、デバイス検出サイドバーに一覧表示します。サイドバーを使用する
と、デバイスの基本情報を表示したり、デバイス マネージャを起動してデバイス コンフィ
ギュレーションの表示および変更を行うことができます。

デバイスは種類別（ルータ、スイッチなど）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 ポインタを置きます。

• 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。

（注）：Internet Explorer を Windows Vista または Windows 7 で実行している場合
は、ポップアップ ウィンドウを使用する Cisco FindIT などのプログラムを使用できない
ことがあります。問題解決の詳細については、「FAQ」（P.16）を参照してください。

詳細については、「デバイス検出サイドバーの使用」（P.10）を参照してください。
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ヘルプ システムの使用

Cisco FindIT にはオンライン ヘルプが付属しています。ここでは、ヘルプ システムの機能
について説明します。

ヘルプ システムを開くには：

[サポート ] をクリックし、[FindITヘルプ ] をクリックします。

ヘルプ システムを起動すると、Internet Explorer にスクリプトや ActiveX コントロールに
関するメッセージが表示されることがあります。ヘルプ システムのすべての機能を有効にす
るには、黄色のメッセージ ボックスをクリックし、[ブロックされているコンテンツを許可 ] 
をクリックします。

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。

• 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。

- [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、それらを
入力して [検索 ] をクリックします。検索結果に、トピック タイトルと短い説明
が表示されます。リンクをクリックすると、トピックが表示されます。



3
 

デバイス検出サイドバーの使用

Cisco FindIT から、ローカル ネットワーク内にあるすべてのサポート対象のシスコ スモー
ル ビジネス デバイスに簡単にアクセスできます。デバイス検出サイドバーを使用すると、デ
バイスの基本情報を表示したり、デバイス 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：

• サイドバーの表示

• サイドバーからのデバイス マネージャの起動

サイドバーの表示

デバイス検出サイドバーを表示するには、[FindIT] ボタ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。リストは種類別（ルータ、スイッチ、ワイヤレスなど）に表示され
ます。デバイスは、デバイス マネージャに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。

• セクションを折りたたむまたは拡張するには：見出しの横のアイコンをクリックしま
す。

• セクションをデバイス名で並べ替えるには：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：デバイス名の上にマウス 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、
IP アドレス（IPv4 のみ）が表示されます。

• 表示内容を現在のデータで更新するには：[FindIT] ボタン上の矢印アイコンをクリッ
クし、メニューから [更新 ] を選択します。

• 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。
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サイドバーからのデバイス マネージャの起動

どのサポート対象デバイスもブラウザベースのデバイス マネージャを備え、デバイス設定の
表示および設定を行うことができます。

ステップ 1 サイドバーを表示した後は、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、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。

• デバイス マネージャを新しいブラウザ ウィンドウで起動するには：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。

• デバイス マネージャを新しいタブで起動するには：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。タブのラベルにデバイス名が表示されます。

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
ロックされたことを示すメッセージが表示されたら、黄色のバーをクリックし、[このサイ
トのポップアップを常に許可 ] を選択します。この後、[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を表示できます。

ステップ  3 必要に応じて、[FindIT] ボタンをクリックしてデバイス検出サイドバーを非表示にすること
も可能です。ボタンを再度クリックすれば、サイドバーをいつでも表示できます。
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ツールバーの設定の調整

Cisco FindITのツールバーはカスタマイズできます。頻繁に使用する Web サイトとサポー
ト リソースへのリンクを追加できます。

[ツールバー設定 ] ウィンドウを開くには、Cisco FindIT ツールバーの [設定 ] ボタンをク
リックします。次に、[ツールバーオプション ] をクリックします。

関連トピック：

• ツールバーの設定の変更

• ボタンの追加または編集

• ボタン名の表示または非表示

ツールバーの設定の変更

[ツールバー設定 ] ウィンドウでは、ボタンの配置の変更、Web ページを開くカスタム ボタン
の追加および管理を行うことができます。

（注） 編集および削除できるのはカスタム ボタンに限られ、システム ボタン（[Cisco]、[FindIT]、
[アプリケーション ]、[設定 ]、[サポート ]）は対象外です。ただし、[アプリケーション ] ボ
タンは非表示にできます。

• ボタンの配置を上または下へ移動するには：ツールバーボタン テーブルで、移動す
るボタンを選択します。次に、上または下矢印をクリックして、ボタンを移動しま
す。

• カスタム ボタンを追加するには：[追加 ] をクリックします。最大 3 つのカスタム ボ
タンを追加できます。詳細については、「ボタンの追加または編集」を参照してくだ
さい。

• カスタム ボタンを編集するには：ツールバーボタン テーブルで、編集するボタンを
選択します。[編集 ] をクリックします。詳細については、「ボタンの追加または編集」
を参照してください。
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• カスタム ボタンを削除するには：ツールバーボタン テーブルで、削除するボタンを
選択します。次に、[削除 ] をクリックします。

• ボタンを非表示にするには：ツールバーボタン テーブルで、非表示にするボタンの
チェックボックスをオフにします。ボタンを表示するには、チェックボックスをオン
にします。

ボタンの追加または編集

Web ページを開くボタンを追加して、Cisco FindIT をカスタマイズできます。また、[ツー
ルバーボタンの追加 ] または [ツールバーボタンの編集 ] ウィンドウを使用して、ボタンの追
加、名前や配置先の変更、メニュー オプションの設定を行うことができます。

ステップ 1 ボタンに関する次の情報を入力します。

• [タイトル ]（必須）：20 文字まで入力できます。これは、ボタン名が非表示になって
いない場合に表示されます。ボタン名の非表示の詳細については、「ボタン名の表示
または非表示」（P.14）を参照してください。

• [Webアドレス ]（必須）：このボタンをクリックしたときに起動する 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）：ボタンの上にマウス ポインタを置いたとき
に表示する簡単な説明を入力します。

• [アイコン ]：ボタン用に選択されたアイコンが表示されます。

• [アイコンの選択 ]（オプション）：ドロップダウン リストから、ボタンに表示するア
イコンを選択します。[参照 ] をクリックして、ご使用のコンピュータから画像ファ
イルを選択できます。16x16 ピクセルよりも大きな画像は使用できません。

ステップ  2 また、最大 3 つのドロップダウン メニュー オプションを入力できます。オプションを追加
すると、ボタンに矢印アイコンが追加されます。そのアイコンをクリックすると、メニュー
が表示されます。[タイトル ] と [Webアドレス ] はオプションごとに入力します。

ステップ  3 [OK] をクリックして設定を保存するか、[キャンセル ] をクリックして設定を保存せずに、
[ツールバーボタンの追加 ] または [ツールバーボタンの編集 ] ウィンドウを閉じます。

[ツールバー設定 ] ウィンドウが再表示されます。最大 3 つのカスタム ボタンを追加できま
す。
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ツールバーの設定の調整
ボタン名の表示または非表示 4

 

ボタン名の表示または非表示

ツールバー ボタンには、デフォルトでテキストとアイコンが表示されます。必要に応じて、
テキストを非表示にできます。

• ボタン名を非表示にするには：Cisco FindIT ツールバーの [設定 ] ボタンをクリック
します。[ボタン名の表示 ] をクリックします。アイコンのみがボタンに表示されま
す。

• ボタン名を表示するには：Cisco FindIT ツールバーの [設定 ] ボタンをクリックしま
す。[ボタン名の表示 ] をクリックします。ボタン名が表示されます。
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シスコ スモール ビジネス アプリケーションの起動

Cisco FindIT では、PC にインストールされているサポート対象のシスコ アプリケーショ
ンを簡単に起動できます。サポート対象アプリケーションの一覧については、
www.cisco.com/en/US/products/ps10660/prod_technical_reference_list.html を
参照してください。

ヒント：コンピュータで Windows Vista または Windows 7 を実行している場合は、ブラ
ウザを管理者として実行する必要があります。管理者モードでは、非管理者モードで使用で
きないブラウザ機能を使用できます。ブラウザを起動するには、デスクトップ アイコンを右
クリックし、[管理者として実行 ] をクリックします。

アプリケーションを起動するには、[アプリケーション ] ボタンをクリックします。起動する
アプリケーションをクリックします。新しいウィンドウでアプリケーションが起動します。

このアプリケーションが PC 上で検出されない場合は、エラー メッセージが表示されます。
メッセージを閉じるには、[OK] をクリックします。ソフトウェアを入手するには、
www.cisco.com/go/software にアクセスして、検索ボックスにアプリケーションの名前
を入力します。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10660/prod_technical_reference_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10660/prod_technical_reference_list.html
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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.16）

• 「デバイスとデバイス検出サイドバー」（P.18）

• 「アプリケーション」（P.23）

基本操作

インストールされている Cisco FindIT のバージョンを確認するにはどうすればよいですか。

[サポート ] ボタンをクリックし、[Cisco FindITについて ] をクリックします。ポップアップ
ウィンドウにバージョン番号が表示されます。ポップアップ ウィンドウを閉じるには、ウィ
ンドウの右上隅にある [X] ボタンをクリックします。

Cisco FindIT をアップグレードするにはどうすればよいですか。

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（ソフト
ウェアは 32 ビットおよび 64 ビット バージョンの Windows に対応しています）。

2. 開いている Web ブラウザ ウィンドウを閉じます。

3. インストール ファイルをダブルクリックします。

4. ウィザード画面の手順に従ってインストールを続行します。

5. ブラウザを再起動すると、新しいバージョンの Cisco FindIT を使用できるようになりま
す。

（注） Cisco FindIT のアップグレード後に、以前のバージョンにダウングレードすることは推奨
しません。
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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。

Cisco FindIT は、InstallShield Wizard またはコントロール パネルから削除できます。
「Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール」（P.5）を参照してください。

Internet Explorer で Cisco FindIT を移動するにはどうすればよいですか。

Internet Explorer では、Cisco FindIT を他のツールバーと同じように移動できます。この
機能は Firefox にはありません。

1. Internet Explorer の [表示 ] メニューから [ツールバー ] を選択します。[ツールバーを固
定する ] オプションの横にチェック マークが付いている場合は、クリックしてチェック 
マークを外します。

2. Cisco FindIT の [Cisco] ボタンの左端近くにマウス ポインタを置きます。マウス ポイ
ンタの形が十文字になります。

3. Cisco FindIT を新しい場所にドラッグしたら、マウス ボタンを離します。

保護モードを無効にすると、Cisco FindIT がデフォルト設定に戻るのはなぜですか。

最近のバージョンの Internet Explorer には保護モードというセキュリティ機能があり、IE 

プロセスに対する権限が厳しく制限されます。保護モードを無効にしてこれらのセキュリ
ティ機能も無効にすると、保護モードが有効の状態で保存されたツールバーの設定を利用で
きなくなります。保存した設定を利用するには保護モードを有効にするか、または再度設定
を行う必要があります。保護モードが無効の状態で保存された設定は、保護モードを無効に
してブラウザを実行し続けている限り使用できます。

保護モードを有効または無効にするには：

1. [ツール ] メニューの [インターネット オプション ] を選択します。

2. [セキュリティ ] タブをクリックします。

3. [保護モードを有効にする ] チェックボックスをオン（有効）またはオフ（無効）にしま
す。

4. [OK] をクリックします。

5. IE を閉じてセッションを終了したら、IE を再起動します。

保護モードなしで Internet Explorer を一時的に実行するにはどうすればよいですか。

最近のバージョンの Internet Explorer には保護モードというセキュリティ機能があり、IE
プロセスに対する権限が厳しく制限されます。現在のセッションで保護モードを一時的に無
効にするには、IE を管理者として実行します。保護モードが有効の状態でカスタマイズした
ブラウザやツールバーの設定は利用できませんのでご注意ください。Web ブラウジングに IE
を使用する場合は、通常のユーザ権限でブラウザを再起動すると保護モードを有効にできま
す。
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1. Internet Explorer を閉じます。

2. デスクトップ上の Internet Explorer アイコンを右クリックします。

3. [管理者として実行 ] を選択します。IE を管理者として実行すれば、カスタマイズした 
Cisco FindIT の設定をいつでも使用できます。

ヘルプ システムを開くときに、Internet Explorer に黄色のメッセージ ボックスが表示さ
れるのはなぜですか。

Web ページでスクリプトや ActiveX コントロールが実行されると、このメッセージが表示
されます。ヘルプ システムでは、一部の機能でスクリプトを使用しています。ヘルプ システ
ムのすべての機能を有効にするには、黄色のメッセージ ボックスをクリックし、[ブロックさ
れているコンテンツを許可 ] をクリックします。

デバイスとデバイス検出サイドバー

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。

Internet Explorer のポップアップ ブロックによって、デバイス マネージャの起動がブロッ
クされている可能性があります。Internet Explorer ではポップアップを許可していても、イ
ンストールされている他のツールバー アプリケーションによってポップアップがブロックさ
れることがあります。Internet Explorer のポップアップ設定を調整するか、他のツールバー
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できます。

• Internet Explorer のポップアップ設定：Internet Explorer のポップアップ設定に
よってウィンドウのオープンがブロックされているかどうかを調べるには、[ツール ] 
メニューの [ポップアップ ブロック ] をクリックします。

- [ポップアップ ブロックを有効にする ] メニュー オプションが表示される場合は、
Internet Explorer のポップアップ ブロック設定は無効で、ポップアップはブ
ロックされません。

- [ポップアップ ブロックを無効にする ] メニュー オプションが表示される場合は、
Internet Explorer のポップアップ ブロックが有効になっています。このメ
ニュー オプションをクリックすると、ポップアップ ブロックを無効にできます。
また、ポップアップを許可する Web サイトを指定することもできます。[ツール
] > [ポップアップ ブロック ] > [ポップアップ ブロックの設定 ] を選択します。
Cisco FindIT でアクセスするデバイスの URL を入力し、[追加 ] をクリックしま
す。この手順を繰り返して、必要なデバイスをすべて追加したら、[閉じる ] をク
リックします。

• 他のツールバーのポップアップ設定：Google ツールバー、Yahoo ツールバー、他
のソフトウェアまたはハードウェア プロバイダーのツールバーなど、インストール
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されている各製品のツールバーのポップアップ設定を確認します。ツールバー オプ
ションを調整して、Web ポップアップを許可します。

• デバイス マネージャを同じウィンドウ内で起動する：デバイス マネージャを現在の
ウィンドウ内で起動すれば、ポップアップの問題を回避できます。デバイス検出サイ
ドバーから、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ウィンドウで起動する：デバイスを右クリックし、[新
しいウィンドウで開く ] をクリックします。

（注）：Windows 7 と IE 9 では、デフォルトでは新しいウィンドウではなくて新しいタ
ブを開きします。タブ ブラウザの設定を調整する場合は、[ツール ] > [インターネット オ
プション ] を選択します。[タブ ブラウズの設定 ] を選択します。[常に新しいウィンドウ
でポップアップを開く ] を選択します。

デバイス マネージャを起動しようとすると、「Internet Explorer ではこのページは表示で
きません」というメッセージが表示されます。どうすればよいですか。

次の 2 つの解決策が考えられます。

• デバイスの電源が入っていること、デバイスがネットワークに接続されていることを
確認します。

• 操作のブラウザ モード（32 ビットまたは 64 ビット）と Bonjour デーモンの操作
モードが一致していることを確認します。

Internet Explorer で、デバイス検出サイドバーからデバイス マネージャにログインできま
せん。

Internet Explorer では、セキュリティ、プライバシー、またはコンテンツ オプションが過
度に高く設定されていると、Cisco FindIT デバイス検出サイドバーからデバイス 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：[中高 ]（デフォルト設定）を選択することを推奨します。

• [プライバシー ] タブ：[中 ]（デフォルト設定）を選択することを推奨します。

• [コンテンツ ] タブ：コンテンツ アドバイザーを無効にすることを推奨します （有効
なコンテンツ アドバイザーを無効にする場合は、パスワードを入力するように指示
されます。コンテンツ アドバイザーのパスワードを入力します）。
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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 が無効です」という
メッセージが表示されます。

Internet Explorer 9 を使用していてプライバシー設定を [高 ] にしている場合、ログインは
ブロックされます。回避策として、[ツール ] > [インターネット オプション ] を選択します。
[プライバシー ] タブをクリックして [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。

デバイスを切断しましたが、デバイス検出サイドバーに表示されたままです。サイドバーを
更新するにはどうすればよいですか。

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正しく更新されないこ
とがあります。デバイスの接続または切断後、2 ～ 3 分経過してもサイドバーが自動的に更
新されない場合は、[FindIT] ボタン上の矢印アイコンをクリックし、メニューから [更新 ] を
選択します。

別のサブネットに移動したデバイスが以前の IP アドレスのままサイドバーに表示され、デ
バイス マネージャを起動できません。

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、デバイス検出サイドバー
に表示されることがあります。デバイスをリブートします。次に、[FindIT] ボタン上の矢印
をクリックし、[更新 ] を選択します。

検出サイドバ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。

いくつかの理由があります。

• デバイスに別のサブネットのスタティック IP アドレスが設定されており、ルータが
その IP アドレスへのパスを検出できない。IP アドレス設定に問題があるかどうかを
確認するには、検出サイドバーのデバイス上にマウス 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。そのアドレスを PC のアドレスと比較しま
す。回避策としては、デバイスと同じサブネット上の IP アドレスを PC に設定する
か、サブネット上のスタティック IP アドレスをデバイスに設定するか、またはルー
タから動的に IP アドレスを受信するようにデバイスを設定します。

• デバイスで Bonjour サービスが無効になっている。設定ユーティリティの起動と 

Bonjour サービスの有効化の手順については、デバイスのマニュアルを参照してく
ださい。

• マルチキャスト トラフィックがブロックされている。ルータのファイアウォール設
定でマルチキャスト トラフィックが許可されていることを確認してください。
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この問題を解決する方法の 1 つとして、ルータから動的に IP アドレスを受信するように未検
出のデバイスを設定します。

1. 設定する必要があるデバイスのデフォルトのスタティック IP アドレスについては、デバ
イスのマニュアルを参照してください。

2. ご使用の PC をデバイスの LAN ポートに接続します。

3. IP にスタティック IP アドレスを設定して、デバイス コンフィギュレーション ユーティ
リティに接続できるようにします。

a. Windows の [スタート ] ボタンをクリックし、[接続 ] > [すべての接続の表示 ] をクリッ
クします。[ネットワーク接続 ] ウィンドウが表示されます。

b. [ローカル エリア接続 ] アイコンを右クリックし、ショートカット メニューの [プロパ
ティ ] をクリックします。

c. [この接続は次の項目を使用します ] で、下へスクロールして [インターネット プロトコ
ル (TCP/IP)] をクリックします。

d. [プロパティ ] をクリックします。[インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ ] 
ウィンドウが表示されます。

e. [次の IP アドレスを使う ] をクリックして、次の情報を入力します。

[IP アドレス ]：この IP アドレスは、設定する必要があるデバイスと同じ範囲内になけれ
ばなりません。たとえば、デバイスのデフォルト IP アドレスが 192.168.1.254 である
場合、PC の IP アドレスは 192.168.1.x の範囲内にある必要があります
（192.168.1.100 など）。

[サブネット マスク ]：255.255.255.0 と入力します。

[デフォルト ゲートウェイ ]：192.168.1.1 と入力します。

ここでは、DNS サーバのアドレスを入力する必要はありません。

f. [OK] をクリックして、[インターネット プロトコル ] ウィンドウの設定を保存します。
[OK] を再度クリックして、[ローカル エリア接続のプロパティ ] ウィンドウを閉じます。

4. Web ブラウザを起動し、デバイスのデフォルトのスタティック IP アドレスを入力して
デバイス コンフィギュレーション ユーティリティに接続します。ログオンして IP アド
レス モードをスタティックからダイナミック（DHCP）に変更する方法については、デ
バイスのマニュアルを参照してください。新しいコンフィギュレーションを保存してデ
バイスをリブートしたら、デバイスはルータからアドレスを動的に受信する必要があり
ます。
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5. IP アドレスを自動的に取得するように PC を再設定します。

a. Windows の [スタート ] ボタンをクリックし、[接続 ] > [すべての接続の表示 ] をクリッ
クします。[ネットワーク接続 ] ウィンドウが表示されます。

b. [ローカル エリア接続 ] アイコンを右クリックし、ショートカット メニューの [プロパ
ティ ] をクリックします。

c. [この接続は次の項目を使用します ] で、下へスクロールして [インターネット プロトコ
ル (TCP/IP)] をクリックします。

d. [プロパティ ] をクリックします。[インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ ] 
ウィンドウが表示されます。

e. [IP アドレスを自動的に取得する ] を選択します。

f. [OK] をクリックして、[インターネット プロトコル ] ウィンドウの設定を保存します。
[OK] を再度クリックして、[ローカル エリア接続のプロパティ ] ウィンドウを閉じます。

一部のネットワーク デバイスが Cisco FindIT に検出されません。なぜですか。

次のような理由が考えられます。

• デバイスまたはお使いのファームウェアが Cisco FindIT でサポートされていない可
能性があります。サポート対象デバイスの一覧については、www.cisco.com/en/

US/products/ps10660/prod_technical_reference_list.html  を参照してくださ
い。各デバイスには最新のファームウェアをインストールすることを推奨します。

• Cisco FindIT のデバイス検出メカニズムは、ルータ接続された VLAN または LAN 

経由では機能しません。他の VLAN にあるデバイスを検出するには、対象となる 

VLAN に PC を接続する必要があります。

ポップアップ情報が、デバイス検出サイドバーのデバイスごとに異なって表示されるのはな
ぜですか。

Cisco FindIT は、デバイスの検出中にこの情報を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。デバイスのファームウェアを最新リリースに更新することを推奨し
ます。
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アプリケーション

Cisco FindIT で、インストールされている一部のアプリケーションしか検出されません。
なぜですか。

Cisco FindIT は、PC 上のサポート対象アプリケーションを自動的に検出します。 Cisco

FindIT は、サポートされていないアプリケーションや、ネットワーク上の他のデバイスにイ
ンストールされているアプリケーションを検出できません。

Cisco Video Monitoring System がフル スクリーン モードで起動しました。通常の
ビューに戻すにはどうすればよいですか。

Cisco Video Monitoring System ツールバーから、[Setup] > [Settings] を選択し、[Full

Screen] チェックボックスをオフにします。

デバイス検出サイドバーに表示されるカメラが Cisco Video Monitoring System に表示
されません。これらのカメラを表示するにはどうすればよいですか。

1. デバイス検出サイドバーからカメラのデバイス マネージャを起動し、ログインします。

2. カメラの UPnP 検出オプションを有効にします。この設定の詳細については、ご使用の
カメラのマニュアルを参照してください。

Cisco FindIT の [アプリケーション ] ボタンから Cisco Video Monitoring System を起
動しようとすると、コンソールはすでに実行中で、他のインスタンスを作成できないことを
示すエラー メッセージが表示されます。どうすればよいですか。

このメッセージは、Cisco Video Monitoring System が他のウィンドウでも開かれている
ことを示しています。画面下部の Windows タスク バーに Cisco Video Monitoring

System のアイコンがあります。そのボタンをクリックし、再度ログインします。

Internet Explorer を Windows Vista または Windows 7 で実行していると、[アプリ
ケーション ] ボタンからアプリケーションを起動できません。どうすればよいですか。

アプリケーションを起動できないようにセキュリティが設定されている可能性があります。

1. ブラウザを閉じます。

2. デスクトップ上のブラウザ アイコンを右クリックします。

3. [管理者として実行 ] を選択します。
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関連情報

シスコでは、お客様が Cisco FindITの利点を最大限に活用するために利用できる幅広いリ
ソースを提供しています。

サポート

日本のシスコ サポート 
コミュニティ

https://supportforums.cisco.com/

community/netpro/small-business/

international/japan2

スモール ビジネス リソー
ス

http://www.cisco.com/web/JP/

solution/small_business/

resource_center/

index.html#~product

スモール ビジネス保証と
サポート

http://www.cisco.com/web/JP/

solution/small_business/support/

index.html

ソフトウェア ダウンロー
ド

http://www.cisco.com/cisco/

software/navigator.html

スモール ビジネス FindIT 
ユーティリティのダウン
ロード

http://www.cisco.com/web/JP/

solution/small_business/tools/

download.html

製品マニュアル

スモール ビジネス リソー
ス（マニュアル）

http://www.cisco.com/web/JP/

solution/small_business/

resource_center/

index.html#~manual

シスコ スモール ビジネス

シスコ スモール ビジネス
日本語ホームページ

http://www.cisco.com/web/JP/

solution/small_business/index.html

https://supportforums.cisco.com/community/netpro/small-business/international/japan2
http://www.cisco.com/web/JP/solution/small_business/support/index.html
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	はじめに
	サポート対象デバイス
	要件
	Cisco FindIT のインストールおよびアンインストール
	Cisco FindIT のインストール
	Cisco FindIT のアンインストール

	機能の概要
	Cisco FindIT ボタン
	デバイス検出サイドバー


	ヘルプ システムの使用
	デバイス検出サイドバーの使用
	サイドバーの表示
	サイドバーからのデバイス マネージャの起動

	ツールバーの設定の調整
	ツールバーの設定の変更
	ボタンの追加または編集
	ボタン名の表示または非表示

	シスコ スモール ビジネス アプリケーションの起動
	FAQ
	基本操作
	デバイスとデバイス検出サイドバー
	アプリケーション

	関連情報


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


