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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 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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