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改訂履歴 

発行年月 版 数 改版内容 

H25.10 第 1.0版 初版発行 

H25.12 第 2.0版 p.6,7を修正 
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1. はじめに 
本マニュアルはFortiGateのOSバージョンを弊社推奨バージョンVersion5.0Patch4へアップグレードする
際の注意事項について記載しています。 
具体的なアップグレード手順については、以下のバージョンアップ手順書を参照ください。 
 
http://gold.nvc.co.jp/supports/fortinet1/verup/fgt/  
FortiGate バージョンアップ手順書 
 

 

2. アップグレードパス 
現在ご利用の OSバージョンによっては、バージョンアップを段階的に行う必要がございます。下記のアップグ
レードパスをご参照いただき、ご利用バージョンに合わせたバージョンアップ手順を行ってください。 

 
現在ご利用のバージョン → 経由バージョン 1 → 経由バージョン 2 → アップグレードバージョン 

Ver4.0MR3patch14 

Ver4.0MR3patch12 

→ なし → なし → Ver5.0patch4 

Ver4.0MR3patch1以降 

Ver4.0MR3patch12未満 

→ Ver4.0MR3patch11 → Ver4.0MR3patch12 → Ver5.0patch4 

Ver4.0MR2patch15 → Ver4.0MR3patch12*1 →  → Ver5.0patch4 

Ver4.0MR2patch15未満 → Ver4.0MR2patch15*2 → Ver4.0MR3patch12*1 → Ver5.0patch4 

 
*1: Version4.0MR2からMR3にバージョンアップする場合は仕様変更に伴う変換手順が発生します。 
詳しくは下記資料をご参照下さい 
http://gold.nvc.co.jp/supports/fortinet/OS/FortiOSv40MR3p14Informations_v1_0.pdf 
 
Version4.0MR2Patch15未満からVersion4.0MR2Patch15にバージョンアップを行う手順については、
下記資料をご参照ください。 
http://gold.nvc.co.jp/supports/fortinet/OS/FortiOSv4.0MR2p6_rev1.pdf 
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3. v4.0MR3からのバージョンアップ注意事項 
注意：下記はv4.0MR3patch12、もしくはv4.0MR3patch14からv5.0patch4へアップグレードする際に発生す
る項目です。 
 

Table size 
ver5.0Patch4 ではいくつかの設定の最大値が変更となりました。その結果、アップグレード後にいくつかの項
目の設定が失われます。設定がなくなる項目には以下の通りです。 
 
-dlp senor 
-firewall vip 
-application list 
-dlp sensor filter 
-ips sensor 
 
詳細な情報は http://docs.fortinet.comのMaximum Values Table for FortiOS 5.0 を参照下さい。 
 
SQL logging upgrade limitation 
ver5.0Patch4へアップデート後、デバイスが利用できる RAM の全容量に基づいて SQL ログが引き継がれま
す。ログには RAM全容量の最大 10パーセントを使用します。一度上限を超えると、古いログが新しいログに上
書きされます。ヒストリカルレポートを生成する場合、クエリで利用できる SQL ログ量に基づいて生成されます。 
 
 ・Fortigate100D 
 ・Fortigate300C 
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SSL deep-scan  
新しい SSL/SSH inspection options では SSL プロトコルのスキャン設定を行ないます。SSL/SSH 
inspection options で設定する SSLプロトコルのステータスはデフォルトで disableになっているため、インス
ペクションを利用する場合は SSLプロトコルのステータスを enableに変更する必要があります。 
また、SSHのインスペクションがデフォルトで enableになっているため、SSHの検査を行なわない場合は SSH
インスペクションの設定を無効にする必要がございます。 

 アンチウイルス、アンチスパムについて 
ssl の通信に対してアンチウイルス/アンチスパムを行なう場合は、非 SSL プロトコルにチェックをい
れたアンチウイルス/アンチスパムプロファイルと、スキャンを行なう SSL プロトコルにチェックをいれた
SSL/SSH inspection optionsをポリシーに適用する必要があります。 

 
 ウェブフィルタについて 
deep-inspection による https のウェブフィルタを行なう場合は、https にチェックをいれた

SSL/SSH inspection options と、「暗号化されたコネクションをスキャン」にチェックをいれたウェブフ
ィルタプロファイルをポリシーに適用する必要があります。 

deep-inspection を使用しない https のウェブフィルタを行なう場合は、https にチェックをいれた
SSL/SSH inspection options と、「暗号化されたコネクションをスキャン」のチェックをはずしたウェブ
フィルタプロファイルをポリシーに適用する必要があります。 
※WebUI に「暗号化されたコネクションをスキャン」が表示されない場合は CLI から設定変更を行
います。CLIからの設定方法は別途ご案内致します。 
 
 注意事項 
「暗号化されたコネクションをスキャン」のチェックをはずしたウェブフィルタプロファイルをポリシーに

適用した場合、HTTPS に対してアンチウイルス/アンチスパムは適用されません。また、SSL/SSH 
inspection options で SSL inspect-allが有効になっていた場合、deep-inspection を使用しない
httpsのウェブフィルタを行うことはできません。 

 
 

 CLIから「暗号化されたコネクションをスキャン」を設定する方法について 
「暗号化されたコネクションをスキャン」は CLI より設定を行うことが可能です。設定変更手順は以
下の通りです。 
 

 
(1)CLIへログインしてウェブフィルタを編集する階層へ移動します。 
Fortigate # config  webfilter profile 
 
(2)プロファイルを編集する階層へ移動します。 
Fortigate (profile) # edit default 
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(3)getを使用して「options」設定を確認します。 
Fortigate (default) # get 
name                : default 
comment             : default web filtering 
replacemsg-group    : 
inspection-mode     : proxy 
options             :  
(中略) 
 
(4) 「暗号化されたコネクションをスキャン」のチェックをはずす場合は、以下のコマンドを入力しま
す。 
※オプションに「https-url-scan」を入力することで、「暗号化されたコネクションをスキャン」のチェ
ックがはずれた状態になりますので、ご注意下さい。 
 
Fortigate (default) # set options https-url-scan 
 
※設定を上書きしますので他のオプションが設定されていた場合は 
以下のようにその他のオプションも一緒に入力して下さい。 
 set options https-url-scan <その他のオプション> 

 
 「暗号化されたコネクションをスキャン」にチェックを入れる場合は、「unset options」を入力して
一度オプションをすべての無効にした状態から、設定されていた「https-url-scan」以外のオプシ
ョンを再度入力してください。 
※オプションに「https-url-scan」を入力しないことで、「暗号化されたコネクションをスキャン」にチ
ェックが入った状態になりますので、ご注意下さい。 
 
(5)以下のコマンドより設定を確定させます。 
Fortigate (default) # end 
 

 
 
Profile protocol options 
v4.0MR3 から ver5.0Patch4 へアップグレードすると、FTPS,IMAPS,POP3S,SMTPS の DeepInspection
設定が引き継がれません。そのため、再度設定を行なう必要がございます。 
 
disk ログについて 
アップグレード後に、「execute log convert-oldlogs」のコマンドを入力することで、以前のログの一部をコンバ
ートすることが可能です。ですが、すべてのログをコンバートすることができませんので、ver5.0Patch4 へアップ
グレードする際は、事前に disk ログのバックアップを行なって下さい。 
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4. Fortianalyzerサポートについて 
 
FortiOS v5.0 Patch4 は FortiAnalyzerv5.0Patch4 以上をサポートしています。もし、FortiAnalyzer の
versionが FortiAnalyzerv5.0Patch4未満の場合は、FortiAnalyzerv5.0Patch4へのアップグレードが必要
になります。 
 
Fortianalyzerの verup手順書は別途ご案内致します。 
 

5. 推奨Webブラウザ 
FortiOS v5.0 Patch4での推奨Webブラウザは下記の通りです。 
 
・Microsoft Internet Explorer versions 8, 9 
・Mozilla Firefox version 21 
・Google Chrome version 25 
・Apple Safari versions 5.1 ,6.0 
 

上記以外のブラウザを利用する場合、動作は保障致しかねます。 

 

 

6. 制限事項 
v5.0.4では、以下 2点の制限事項がございます。 
 

 Fortigateへ証明書をインポートすることができない 
 Fortigateで CSRを生成することができない 

 
ですので、証明書を使用した IPsecやデフォルトの証明書以外で SSLインスペクションをご利用され
ているお客様は上記の制限事項があるので、次の OSまでアップグレードはお待ち下さい。 
次の OSは 10月下旬にリリース予定です。 
 

以上 


