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改訂履歴 

発行年月 版 数 改版内容 

H26.9 第 1.0版 初版発行 

H26.9 第 1.1版 

・「3.バージョンアップ注意事項」のMAC address 

filter list、DLP rule settings、Spam filter profile

を修正 

・「7.FortiManagerサポートについて」の ver 

・「9.SSL-VPNサポートについて」の build番号 

 

H26.12 第 1.2版 
・「6.FortiAnalyzerサポートについて」の patch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Ver5.0Patch9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/fortinet/OS/ 

 

 

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 

Ver5.0patch6以上 → なし → なし → Ver5.0Patch9 

Ver5.0patchなし  Ver5.0patch1  Ver5.0Patch4  Ver5.0Patch6 

Ver4.0MR3patch14 

Ver4.0MR3patch15 

→ なし → なし → Ver5.0patch9 

Ver4.0MR3以降から 

Ver4.0MR3patch11未満 

→ Ver4.0MR3patch11 → Ver4.0MR3patch14 → Ver5.0patch9 

Ver4.0MR2patch15 → Ver4.0MR3patch14*1 → なし → Ver5.0patch9 

Ver4.0MR2patch15未満 → Ver4.0MR2patch15*2 → Ver4.0MR3patch14*1 → Ver5.0patch9 

 

*1: FortiOSver4.0MR2から FortiOSver4.0MR3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 

 

*2: FortiOSver4.0MR2Patch15未満から FortiOS ver4.0MR2Patch15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 

 

http://gold.nvc.co.jp/supports/fortinet/OS/
http://gold.nvc.co.jp/supports/fortinet/OS/FortiOSv40MR3p14Informations_v1_0.pdf
http://gold.nvc.co.jp/supports/fortinet/OS/FortiOSv4.0MR2p6_rev1.pdf
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3. バージョンアップ注意事項 

FortiGate-300D and FortiGate-500D nTurbo Support 

FortiGate-300DとFortiGate-500DはIPSアクセラレーションのnTurboをサポートしておりません。この機能の

オプションはデフォルトで無効になっております。この機能を有効にするとパフォーマンスが低下する可能性が

ございます。設定を変更するCLIコマンドは以下の通りです。 

config ips global 

set np-accel-mode {basic | none} 

end 

np-accel-modeの設定値が「none」の場合は、nTurbo IPSアクセラレーションは無効になっています。 

 

FortiGate-3600C hardware compatibility 

FortiOSver5.0Patch6は特定のFortiGate-3600Cと相互性の問題があります。 

問題のある機器はpart number “P12090-03”以降のものです。part numberはユニットの下部、もしくはCLI

から”get system status”を入力することで確認することができます。 

 

part number “P12090-03”以降のFortiGate3600CはFortiOSver5.0Patch5以前のバージョンにダウングレ

ードすることができません。 

 

SCTP firewall support 

LTEネットワークでは、Mobility Management Entity (MME) と Home Subscriber Server (HSS)間と同様

に、volved NodeBs (eNBs) と MME間のコントロールプレーンデータを転送するため、SCTPプロトコルのサ

ポートが要求されます。SCTPファイアウォールはFortiOSver5.0やFortiOS Carrier5.0でサポートされていま

す。SCTPトラフィックはFortiOSやFortiOS Carrierによって許可され、SCTPサービスを作成し、作成したサ

ービスを使用してセキュリティポリシーを作成することが可能です。SCTPサービスのセキュリティポリシーが要求

された場合に、そのほかのセキュリティ機能を追加することも可能です。 

 

Monitor settings for Web-based Manager access 

モニターのスクリーン解像度を 1280x1024 に設定することを推奨します。この設定は WebUI のオブジェクトを

正しく表示させるためです。 
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After any upgrade 

WebUIからバージョンアップを行う場合、WebUI画面を正しく表示させるため、FortiGateへログインする前に

ブラウザのキャッシュをクリアしてください。 

AV と IPSのエンジンと、ファームウェアアップグレードに含まれる定義ファイルは 

FortiGuard Distribution Server(FDS)から現在利用できるものより、古くなる可能性がございます。そのため、

ファームウェアアップグレード後に、｢Update Now｣の実行を推奨しております。WebUIの「System > Config 

> FortiGuard」へアクセスし、「AV & IPS Download Options」の隣の青い三角を選択してメニューを表示さ

せ、「Update Now」ボタンを押下して下さい。 

※エンジンと定義ファイルの更新には機器へ負荷がかかりますのでなるべく通信量が少ない時間帯に実施をお

願い致します。 

 

Using wildcard characters when filtering log messages 

ログメッセージビューでフィルタリングを使用する場合、検索結果を表示させるため「*」を追加する必要がござい

ます。例えば、ログに「logged」の単語が含まれるすべてのメッセージを表示させるため、「ログ＆リポート>イベン

トログ>システム」へアクセスした際には、フィルタのアイコンを選択し、「*logged*」と入力します。 

前後に「*」を含めることで「logged」を含んだログメッセージすべてを表示させます。「logged」はメッセージの最

初、最後、もしくはログメッセージ中に含まれます。 

もし、検索する単語で始まっているログメッセージのみを検索する場合は、最初の「*」を消去する必要がござい

ます。(ex: logged*)もし、最後に検索する単語のログのみを探す場合は、最後の「*」を消去する必要がございま

す。(ex: *logged) 

単語がログ中に含まれているログメッセージのみを検索する場合は、「*」を追加する必要はございません。その

ため、「*lo*ed*」と検索することはできません。 
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Default setting/CLI changes/Max values changes 

• 2Uと3Uモデルのsite-to-siteトンネルの数が増加しました。 

• 2U -- 20,000 

• 3U 以上 --- 40,000 

• GUIパフォーマンスを向上するため、大量のポリシーが設定された場合に、ファイアウォールポリシーのセクシ

ョンビューが無効になります。 

• 型番が500から1000の2Uの機種で、証明書の最大値が増加しました。 

•型番が1000から1500の2U以上の機種で、ファイアウォールアドレスグループのメンバ数が増加しました。 

• FSSOポーリングのエントリー数の最大値が新しくなりました。デスクトップの機種で5、1Uの機種で20、2U以上

の機種で100となります。 

• FortiGate-VM8 で、500vdomsをサポートしました。 

• ローエンドモデルのUTMプロファイルの最大値が変更になりました。 

アプリケーションリスト：root vdomはデフォルトで3つ、新規vdomは1つとなります。 

IPSセンサー：root vdomはデフォルト6つ、新規vdomは1つとなります。 

ウェブフィルタプロファイル：root vdomはデフォルト4つ、新規vdomは1つとなります。 

アンチウイルスプロファイル：root vdomはデフォルト2つ、新規vdomは1つとなります。 

DLPプロファイル：root vdomはデフォルト6つ、新規vdomは1つとなります。 

Emailフィルタプロファイル：root vdomはデフォルト1つ、新規vdomは1つとなります。  

 

IPS algorithms 

FortiGate のパフォーマンスを最適化するために、IPS アルゴリズムを CLI から設定可能になりました。以下の

モードのうち 1つを選択することができます。 

・engine-pick: IPSエンジンは最適なアルゴリズムを選択します。 

・high: 最も多くのFortiGateモデルに適切なアルゴリズムです。 

・low: メモリ量が少ない(512 MB以下)FortiGateに適しているアルゴリズムです。 

・super: メモリ量が多い(4GB以上)FortiGateに適しているアルゴリズムです。 

 

アルゴリズムの設定は、以下のCLIコマンドから設定可能です。 

config ips global 

set algorithm [engine-pick | high | low | super] 

end 
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Disk logging disabled by default on some models (Log to FortiCloud instead) 

以下の機種ではディスクロギングがデフォルトで無効になっており、ディスクロギングの代わりに FortiCloud へ

のロギングを推奨しております。 

 

• FG-20C, FWF-20C 

• FG-20C-ADSL-A, FWF-20C-ADSL-A 

• FG-40C, FWF-40C 

• FG-60C, FWF-60C, FG-60C-POE, FWF-60CM, FWF-60CX-ADSL-A 

・FG-60D, FWF-60D, FG-60D-POE, FWF-60DM, FWF-60DX-ADSL-A 

• FG-80C, FWF-80C, FG-80CM, FWF-80CM 

• FG-100D (PN: P09340-04 以前) 

• FG-300C (PN: P09616-04 以前) 

• FG-200B/200B-PoE(FortiGate Storage Moduleを搭載していない機器のみ) 

 

アップグレード前にFortiCloudを使用している場合、この設定は保持されサービスは引き続き利用できます。ア

ップグレード前にディスクへのロギングが有効だった場合、ディスクへのロギングを行う設定はアップグレードによ

り無効になります。必要な場合、下記のコマンドを使用してディスクへのロギングを有効にすることが可能です 

 

config log disk setting 

set status enable 

end 

 

上記のモデルでディスクへのロギングを有効にすると、CLI上にディスクへのロギングが全体のパフォーマンスに

影響を与え、機器の寿命が減ることを通知するメッセージが表示されます。 

FG-80C, FG-80CM, FWF-80C, FWF-80CMでは、こちらのアラートメッセージが表示されません。 

 

FG-60D/FWF-60D logging to disk 

FG-60Dや FGW-60Dでディスクログを有効にする場合、以下のコマンドを使用して diskのフォーマ

ットを行うことを推奨しております。 

 

execute formatlogdisk 

※コマンド入力後「Do you want to continue? (y/n)」と表示されるので「y」と入力して下さい。 

  また、上記コマンド実行後、機器が再起動し約 1～3分程度の通信断が発生します。 
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WAN Optimization 

FortiOSver5.0では、セキュリティポリシーでWAN最適化が有効になっており、WAN最適化ルールの設定は

不要です。WAN最適化を適用するWAN最適化ルールの作成や、最適化のために通信を許可するセキュリテ

ィポリシーを追加する代わりに、FortiOSver5.0 では最適化する通信を許可するトラフィックのポリシーを作成し、

これらのポリシーで WAN最適化を有効にします。WAN最適化は別途WAN 最適化プロファイル作成して、セ

キュリティポリシーに追加設定することでWAN最適化が適用されます。 

 

MAC address filter list 

FortiOSver5.0Patch9へアップグレード後、「config wireless-controller vap」設定の「mac-filter」コ

マンドは引き継がれません。こちらの設定は「config user device」と「config user device-access-list 

setting」に統合されます。 

 

Spam filter profile 

スパムフィルタプロファイルが変更になりました。「spam-emaddr-table 」と「spam-ipbwl-table」はスパムフィ

ルタプロファイルの「spam-bwl-table」に統合されました。 

 

Spam filter black/white list 

「config spamfilter emailbwl」と「config spamfilter ipbwl」コマンドは「config spamfilter bwl」へ統合され

ました。 

 

DLP rule settings 

FortiOSver5.0patch9では「config dlp rule」コマンドが削除されました。DLPルール設定はDLPセンサー内

へ移動しました。 
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ID-based firewall policy 

アイデンティティポリシーを設定する際に、「未認証ユーザの場合にポリシーをスキップする」オプションを設定す

ると、そのポリシーではFortiGateですでに認証されたユーザのみに適用されます。この機能は、以下2種類の

ユーザのネットワークが対象となります。 

 

 デバイスがネットワークに接続したときに認証されたシングルサインオンユーザ 

 ネットワークで認証されていないその他のユーザ 

 

認証されたユーザからのセッションはこのポリシーが適用されます。認証されていないユーザからのセッションは

このポリシーがスキップされ、ポリシー一覧の下にあるポリシーの機能が適用されます。 

通常、認証されていないユーザに適用されないポリシーはポリシー一覧の一番上に設定します。 

 

以下のコマンドを使用して、認証されていないユーザのポリシーをスキップする機能を有効にすることが可能で

す。 

 

config firewall policy 

edit <id> 

set identity-based enable 

set fall-through-unauthenticated enable 

next 

 

 

FortiGate 100D upgrade and downgrade limitations 

FortiOSver4.0MR3から FortiOSver5.0以降の OSへバージョンアップを行う際、ForitGate100Dには次の

ような制限があります。 

 

32-bit to 64-bit version of FortiOS 

FortiOSver5.0 以降の OS のリリースにより、FortiGate100D では 64bit 版の FortiOS が動作して

います。これにより、HA 環境でのファームウェアアップグレードやダウングレードにおいて明らかな制

限がございます。 

 

HAを組んでいる機器で uninterruptable-upgradeオプションが有効になっている FortiGate100D

を 32bit版の FortiOSから、64bit版の FortiOSへバージョンアップする場合、スレーブ機が正常に

バージョンアップされた後、マスター機のバージョンアップが失敗することがあります。 

 

上記を回避するためには、HAを組んでいるマスター、スレーブ機で uninterruptable-upgradeオプ

ションを無効にしなければなりません。uninterruptable-upgrade オプションを無効にすることで正常

にバージョンアップを行う事ができます。uninterruptable-upgrade feature を無効にした場合、数

分間のサービス停止が予想されます。 
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uninterruptable-upgrade オプションはデフォルトで有効になっています。こちらの設定を無効に変更する場

合、CLI より以下のコマンドを入力してください。 

  

config system ha 

set uninterruptible-upgrade disable 

end 

 

FortiGate100Dで FortiOSver5.0以降から OSのダウングレードを行うことは、64bit版の FortiOS

と 32bit版の FortiOS間にある技術的な制限のため、サポートされていません。 

ファームウェアをダウングレードさせる場合、TFTPサーバを使用して BIOS メニューからダウングレー

ドを行ってください。この場合、設定が工場出荷状態に戻るためダウングレード後に以前のバージョン

の configをリストアする必要がございます。 

 

Internal interface name/type change 

FortiOSver5.0以降では、internalインタフェイスの名称が「lan」に変更されており、インタ

フェイスの種類もハードスイッチに変更となりました。 

FortiOSver5.0以上の FortiGate-100D(以下:FGT-100D-1)とFortiOSv4.0MR3からアップグレー

ドした FortiGate-100D(以下:FGT-100D-2)の間で HA クラスタを構成するためには、FGT-100D-1

の lanインタフェイスを消去し、FGT-100D-2とマッチする internalインタフェイスを作成しなければい

けません。 

 

以下の CLI コマンドを入力して、lan インタフェイスを消去し internel インタフェイスを作成して下さい。

以下のコマンドを実行することで、FGT-100D-1のポリシー設定、dhcp設定、バーチャルスイッチ設定

が消去されます。 

 

※set internal-switch-modeを switchに変更する際、機器の再起動による通信断(約 1～3分)

が発生します。 

 

# config firewall policy 

(policy) # purge 

This operation will clear all table! 

Do you want to continue? (y/n)y 

(policy) # end 

  

# config system dhcp server 

(server) # purge 

This operation will clear all table! 

Do you want to continue? (y/n)y 

(server) # end 
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# config system virtual-switch 

(virtual-switch) # purge 

This operation will clear all table! 

Do you want to continue? (y/n)y 

(virtual-switch) # end 

  

# config system global 

(global) # set internal-switch-mode switch 

(global) # end  

Changing switch mode will reboot the system! 

Do you want to continue? (y/n)y 
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4. v5.0からのバージョンアップ注意事項 

注意：下記はFortiOSver5.0patch6以降から FortiOSver5.0patch9 へアップグレードする際に発生する項

目です。 

 

Upgradin an HA cluster 

HA を組んでいる機器で、uninterruptable-upgradeオプションが有効になっている場合、 

FortiOSver5.0patch9へアップグレードする前に FortiOSver5.0patch6へアップグレードする必要があります。

この手順を省略した場合、ファームウェアのアップグレードは失敗します。 

 

HA Virtual MAC Address Changes 

HAの仮想 MACアドレスはインタフェイスのインデックス番号に基づいた FortiGateのインタフェイ

スに作成されます。FortiOSver4.3から FortiOSver5.0間でインタフェイスのインデックス番号が変更

となりました。HAの機器を FortiOSver5.0へアップグレードした後、個別に FortiGateのインタフェ

イスに割り当てられた仮想 MAC アドレスが異なる場合があります。「 get hardware nic 

<interface-name>」コマンドでそれぞれの FortiGateのインタフェイスの仮想MACアドレスを確認す

ることが可能です。 

 

Dynamic profiles must be manually converted to RSSO after upgrade 

FortiOSver4.0MR3から、FortiOSver5.0へアップグレードした後 dynamic profile設定が失われるため、新

しい RADIUS Single Sign On設定を作成する必要があります。 

 

Zone-related policies may be deleted when upgrading to FortiOS v5.0 Patch Release 4 

and later. 

FortiOSver5.0patch4 以上へのバージョンアップ時に、ゾーンのメンバであるインタフェイスを含むポリシーが

削除される場合があります。FortiOSver5.0patch4 では、ゾーンに追加されたインタフェイスをポリシーのインタ

フェイスに設定することはできません。この制限の理由としては、インタフェイスにゾーンが設定されているポリシ

ーと、インタフェイスにゾーンのメンバであるインタフェイスが設定されているポリシーがある場合、インタフェイス

で受信したトラフィックがどちらのポリシーに適用されるか明確でないためです。 

この問題を回避するにはバージョンアップ前にポリシーを再度確認して、ゾーンに追加されたインタフェイスを含

むポリシーを再設定して下さい。 

 

Captive potal 

Captive potal の設定が FortiOSver5.0patch9 変更になりました。そのため場合によってはアップグレード後

に、以前の設定が削除、もしくは変更される可能性がございますので、再度設定を行う必要がございます。 

Captive potal機能と Endpoint control、Device detection、Email collectionのいずれかをご利用されてい

るお客様は下記URLを参照下さい。 

http://docs.fortinet.com/d/FortiGate-fortios-5.0.9-release-notes 

p.18 
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Reports 

FortiOSver5.0patch9 へアップグレード後にレポートを作成する場合は、以下のコマンドを入力してレポートの

テンプレートを初期化し、データベースを再構築する必要がございます。 

 

execute report-config reset 

execute report recreate-db 

※コマンド実行後、「Do you want to continue? (y/n)」と表示されますので「y」と入力する必要がござ

います。 

 

SSL VPN web portal 

FortiGate60Cと下位モデルの場合、1つのSSL VPNのwebポータルのみFortiOSver5.0patch9へバージ

ョンアップ後も設定が保持されます。 

 

Virtual switch and the FortiGate 100D 

Virtual Switch はWebUI と CLI上で異なったオブジェクトとして使用されています。WebUI上での Virtual 

Switch はインタフェイスタイプを参照しており、Forti switch コントローラ機能のために使用されています。この

Virtual Switchのインスタンスは CLI コマンド「config switch-controller vlan」に対応しています。 

 

CLI上での2番目のVirtual Switch インスタンスは「config system virtual-switch」で、ハードウェアスイッチ

の設定を行なうために使用されています。このコマンドはWebUIのhardware switch interface typeに対応し

ています。 

 

DHCP server reserved IP/MAC address list 

FortiOSver5.0patch4 までは、下記のコマンドを使用して、すべての DHCP サーバでシステム単位の

IP/MACアドレス予約リストを追加することができました。 

 

config system dhcp reserved-address 

 

ですが、このコマンドは FortiOSver5.0Patch5 で削除されました。このコマンドを使用して IP/MAC アドレス予

約を設定している場合は、FortiOSver5.0patch9 へのアップグレード時に設定が削除されます。この設定を保

持するためには、下記のように別途 DHCPサーバの設定を追加する必要があります。 

 

config system dhcp server 

edit 1 

config reserved-address 

edit 0 

config ip 172.20.120.137 

config mac 00:09:0F:E7:61:40 

end 
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Default Behavior/Config Change 

デフォルトの動作と設定が以下のように変更となりました。 

 

 FortiGate-200D、240D、280D-POE、100D および 140D の management port にデフォルトで

DHCPサーバが追加されました 

 型番が 600/800/1000の FortiGateでスイッチコントローラが表示されなくなりました 

 FortiGate-30DのWebUIがフルWebUIに変更となりました 

 FortiGate-3600C、3950Bおよび 3700DのWebUIから syslogサーバ設定を行うことができます 

 URLマッチリストが explicit proxyページに移動しました 

 デフォルトメッシュ SSIDが 改良されました 
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5. v4.0MR3からのバージョンアップ注意事項 

注意：下記はFortiOSver4.0MR3patch14以上からFortiOSver5.0patch9へアップグレードする際に発生す

る項目です。 

 

Table size limits 

FortiOSver5.0patch9 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。設定が失われる項目は以下の通りです。 

 

・dlp sensor 

・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 

FortiOSver5.0patch9 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は、クエリ可能な SQL ログ量に基づいて生成されます。 

 

・FortiGate-100D 

・FortiGate-300C 

http://docs.fortinet.com/
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SSL deep-scan  

新しい SSL/SSH inspection options で 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、inspection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 inspection 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 

inspection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 

FortiOSver4.0MR3から FortiOSver5.0patch9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 

Disk ログをご利用されている場合、FortiOSver5.0patch9 へのバージョンアップで disk ログを引き継ぐことが

できません。ですので、バージョンアップ時には diskログのバックアップを行い、diskログ設定を無効にしてから

disk ログをフォーマットする必要がございます。
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6. FortiAnalyzerサポートについて 

FortiOS ver5.0 patch9は FortiAnalyzer ver5.0patch6以上をサポートしています。 

FortiAnalyzer の version が FortiAnalyzer ver5.0patch6 未満の場合は、FortiAnalyzer ver5.0patch7

へのアップグレードが必要になります。 

 

 

7. FortiManagerサポートについて 

FortiOS ver5.0 patch9 は FortiManager ver5.0 patch7以上をサポートしています。 

 

 

8. FortiAPサポートについて 

FortiOS ver5.0 patch9 は 以下の FortiAPをサポートしています。 

 

FAP-11C, FAP-14C, FAP-28C, FAP-112B, FAP-210B, FAP-220A, FAP-220B, FAP-221B, 

FAP-222B, FAP-223B, and FAP-320B 

 

FortiAPは FortiAP ver5.0 Patch 8 build 0075以上が動作していなければなりません。 

ただし、The FAP-220A は FortiAP ver4.0 MR3 Patch 9 build 0228でもサポートしております。 
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9. SSL-VPNサポートについて 

トンネルモードの場合 

FortiOS ver5.0 patch9 は以下の OS用の SSLVPN トンネルクライアントのインストーラ(build2303)をサポー

トしています。 

 

 Microsoft Windows 8.1(32-bit&64-bit),8(32-bit&64-bit), Windows 7(32-bit&64-bit), and 

Windows XP SP3 in .exe and .msi formats 

 Linux CentOS 5.6 and Ubuntu 12.0.4 in .tar.gz format 

 Mac OS X v10.9,10.8 and 10.7  in .dmg format 

 Virtual Desktop in .jar format for Microsoft Windows 7 SP1(32-bit) 

 

SSLVPNの webモードの場合 

以下のオペレーティングシステムとウェブブラウザが SSL VPNの webモードでサポートされています。 

 

 

 

※その他のオペレーションシステムやウェブブラウザで正常に動作しても、サポート致しかねますのでご留意下

さい。 

 

10. 仮想ソフトウェアサポートについて 

FortiOS ver5.0 patch9は以下の仮想ソフトウェアをサポートしています。 

 

• VMware ESX versions 4.0 and 4.1 

• VMware ESXi versions 4.0, 4.1, 5.0, 5.1 and 5.5 

• Citrix XenServer versions 5.6 Service Pack 2 and 6.0 or later 

• Open Source Xen versions 3.4.3 and 4.1 or later 

• Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 and 2012 

• KVM - CentOS 6.4 (qemu 0.12.1) or later 



Network Value Components. Ltd 

 21 

 

11. Explicit web proxy ブラウザサポートについて 

以下のウェブブラウザが FortiOS ver5.0 patch9の explicit web proxy 機能でサポートされています。 

 

・Microsoft Internet Explorer versions 8, 9, and 10 

・Mozilla Firefox version 21 

・Apple Safari version 6.0 

・Google Chrome version 25 

※他のウェブブラウザで正常に動作しても、サポート致しかねますのでご留意下さい。 

 

12. 推奨Webブラウザ 

FortiOS ver5.0 patch9のサポートWebブラウザは下記の通りです。 

 

・Microsoft Internet Explorer versions 9,10 

・Mozilla Firefox version 24 

・Google Chrome version 28 

・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。 

 

 

以上 


