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1. はじめに 

本マニュアルは FortiGate の OSバージョンを弊社提供バージョンの Ver6.0 MR2 Patch1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、以下の手順書を参照ください。 

https://gold.nvc.co.jp/document/fortinet/tech/tech_doc/FortiGate アップグレード手順書.pdf 

 

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

スサイトをご参照いただき、ご利用バージョンに合わせたアップグレード手順を行ってください。 

 

https://docs.fortinet.com/upgrade-tool  

※FortiOS 5.2.9以前の OSからアップグレードする際は、一度 5.2.9までアップグレード頂いた後、アップグ

レードパスに従いバージョンアップを実施ください。 

 

  

https://gold.nvc.co.jp/document/fortinet/tech/tech_doc/FortiGateアップグレード手順書.pdf
https://docs.fortinet.com/upgrade-tool
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3. サポート機種 

FortiOS Ver6.0 MR2 Patch1をサポートしている機種は下記の通りです。 

 

機器シリーズ 機器 

FortiGate FG-30E, FG-30E_3G4G_INTL, FG-30E_3G4G_NAM, FG-50E, FG‑51E, FG-52E, FG-60E, FG-

60E-POE, FG-61E, FG‑80D, FG-80E, FG-80E-POE, FG-81E, FG-81E-POE, FG-90E, FG-92D, 

FG-100D, FG-100E, FG-100EF, FG-101E, FG-140D, FG-140D-POE, FG-140E, FG-140E-POE, 

FG-200E, FG-201E, FG‑300D, FG-300E, FG-301E, FG‑400D, FG‑400E, FG‑401E, FG‑500D, 

FG‑500E, FG-501E, FG-600D, FG-600E, FG-601E, FG-800D, FG‑900D, FG-1000D, FG‑1200D, 

FG-1500D, FG-1500DT, FG-2000E, FG-2500E, FG-3000D, FG-3100D, FG‑3200D, FG-3700D, 

FG-3800D, FG‑3810D, FG-3815D, FG-5001D, FG-3960E, FG‑3980E, FG-5001E, FG-5001E1 

FortiWiFi FWF-30E, FWF-30E_3G4G_INTL, FWF-30E_3G4G_NAM, FWF-50E, FWF-50E-2R, FWF‑

51E, FWF-60E, FWF-61E 

FortiGate Rugged FGR-30D, FGR-35D  

FortiGate VM FG-SVM, FG-VM64, FG-VM64-ALI, FG-VM64-ALIONDEMAND, FG-VM64-AWS, 

FG-VM64-AWSONDEMAND, FG-VM64-GCP, FG-VM64-GCPONDEMAND, FG-VM64-HV, 

FG-VM64-KVM, FG-VM64-OPC, FG-VM64-RAXONDEMAND, FG-VMX, FG-VM64-XEN 

Pay-as-you-go 

images 

FOS-VM64, FOS-VM64-KVM, FOS-VM64-XEN 

 

 Special branch supported models 

以下のモデルは、FortiOS 6.2.1の特別ブランチでリリースされています。 正しいビルドを実行されているこ

とを確認するには、CLIコマンド「get system status」を実行して、Branch pointフィールドに該当のビルド

番号が表示されていることを確認します。 

 

機種 ビルド番号 

FG-VM64-AZURE is released on build 5163. 

FG-VM64-AZUREONDEMAND is released on build 5163. 

 

 

  



 

- 3 - 

 
 

4. アップグレード注意事項 

 Common vulnerabilities and exposures 

FortiOS 6.2.1は、次のリンクで説明されている問題に対して脆弱ではなくなりました。 

https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-19-144 

 New Fortinet cloud services 

FortiOS 6.2 以降、以下のクラウドベースのサービスが追加されました。 

・Overlay Controller VPN 

・FortiGuard Cloud-Assist SD-WAN Interface Bandwidth Monitoring 

・FortiManager Cloud 

・FortiAnalyzer Cloud 

 

 FortiGuard Security Rating Service 

Fortinet Security Fabric 機能をご利用されている場合、以下の機器が Fabric のルートデバイスとなること

は出来ません。より上位の機器がルートデバイスとなることで、FortiGuard セキュリティレーティングサービ

スを利用することが出来るようになります。(※要ライセンス) 

 

機器シリーズ 対象機器 

FortiGate Rugged シリーズ FGR-30D, FGR-35D 

FortiGateシリーズ FGT-30E, FGT-30E-MN, FGT-30E-MI, FGT-50E, FGT-51E, FGT-52E 

FortiWiFiシリーズ FWF-30E, FWF-30E-MI, FWF-30E-MN, FWF-50E-2R, FWF-50E, FWF-51E 

 

  

https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-19-144
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 FortiGate hardware limitation 

FortiOS 5.4.0において FortiWiFi-92D（日本未発売製品）の port1～port14 における以下の問題がございま

した。 

・PPPoEでの取得が失敗し、HAが形成されない 

・IPv6のパケットがドロップしてしまう。 

・FortiSwitch デバイスが検出されない。 

・ネットワークトポロジによっては、STP(スパニングツリー)のループが発生する可能性がある。 

 

これらの問題は FortiOS 5.4.1で改善されましたが、デフォルトで有効になっている以下の新しいコマンドの

導入によるいくつかの副作用がございます。 

 

config global 

set hw-switch-ether-filter <enable | disable> 

 

コマンドが有効な場合： 

・ARP（0x0806）、IPv4（0x0800）、および VLAN（0x8100）パケットが許可される。 

・BPDU はドロップされるため、STPループは発生しない。 

・PPPoEパケットはドロップされます。 

・IPv6パケットはドロップされます。 

・FortiSwitch デバイスは検出されません。 

・ネットワークトポロジによっては、HA の形成に失敗する場合がある。 

 

コマンドが無効な場合： 

・すべてのパケットタイプが許可されるが、ネットワークトポロジによっては、STP(スパニングツリー)のル

ープが発生する可能性がある。 
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 CAPWAP traffic offloading 

 入力インタフェースと出力インタフェースが異なる NP6チップ上にある場合、CAPWAP トラフィックは NP

にオフロードされません。以下のモデルが影響を受ける可能性がございます。 

 

機器シリーズ 対象機器 

FortiGateシリーズ FGT-900D, FGT-1000D, FGT-2000E, FGT-2500E 

 

 

FortiGate-1000Dの SPU配置 

 

 FortiClient (Mac OS X) SSL VPN requirements 

Mac OS X 10.8で SSL VPN を使用するときは、FortiOSで SSLv3を有効にする必要があります。 

 

 Use of dedicated management interfaces (mgmt1 and mgmt2) 

最適な安定性を得るために、管理トラフィック専用の管理ポート（mgmt1およびmgmt2）を使用してくだ

さい。 一般のトラフィック処理用途で管理ポートを使用しないでください。 

 

 NP4lite platforms 

FortiOS 6.2 以降、NP4lite 搭載のモデルはサポートされません。 
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 Tags option removed from GUI 

タグオプションは GUIから削除されます。これには次のものが含まれます。 

・「システム > タグ」ページを削除 

・「タグ」セクションがすべてのページから削除 

・「タグ」カラムがあったすべてのページから削除 
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5. Changes in default behavior 

 Firewall 

・FWポリシーにおける ssl-ssh-profile と utm-statusの依存関係が削除されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

ssl-ssh-profile を設定する前に utm-statusを有効にする

必要があります。 

ssl-ssh-profile を単独で設定できます。以前のバージ

ョンからアップグレードすると既存の FWポリシー

に設定が追加されます。 

 

 

 Log & Report 

・「execute log list」コマンドで表示されるリストの内容が現在のデバイスの内容が表示されるようになりま

す。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

「execute log list」コマンドで表示されるリストはディ

スクログの内容のみです。 

「execute log filter device」コマンドによって選択され

たデバイスの内容が表示されるようになります。 

 

・ポリシーとアドレスの log-uuid オプションが 2つの個別のオプションに分かれます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config system global 

   set log-uuid [policy-only | extended | disable] 

end 

config system global 

   set log-uuid-policy [enable | disable] 

   set log-uuid-address [enable | disable] 

end 
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 System 

・Global admin 権限の管理者アカウントはコンフィグのリストアが出来なくなります。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

Super admin：バックアップ及びリストアが可能。 

Global admin：バックアップ及びリストアが可能。 

Vdom admin：許可された VDOM のコンフィグのみ、

バックアップ及びリストアが可能。 

Super admin：バックアップ及びリストアが可能。 

Global admin：バックアップのみ可能。 

Vdom admin：許可された VDOMのコンフィグのみ、

バックアップ及びリストアが可能。 

 

・FortiOS 6.2.1以降にアップグレードすると、security-exempt-listで設定されたデバイスは無効になりま

す。また、様々なデバイスエンフォースメントの使用を削除します。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config user device-category 

config user device-access-list  

config user device-group 

 

config user security-exempt-list 

   edit [List Name] 

      config rule 

         edit [Rule ID] 

            set devices [Device or group name]  

            set srcaddr [Address or group name] 

         next 

      end 

   next 

end 

 

config system interface 

   edit [Interface] 

      set ip [IP address and subnet mask] 

      set device-access-list [Access list name] 

      set device-identification-active-scan [enable | 

disable]  

   next 

end 

 

config firewall policy 

   edit [Policy ID] 

config user security-exempt-list 

   edit [List Name] 

      config rule 

         edit [Rule ID] 

            set srcaddr [Address or group name] 

         next 

      end 

   next 

end 

 

config system interface 

   edit [Interface] 

      set ip [IP address and subnet mask] 

   next 

end 

 

config firewall policy 

   edit [Policy ID] 

      set name [Policy name] 

   next 

end 

 

config firewall policy6 

   edit [Policy ID] 

      set name [Policy name] 

   next 
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      set name [Policy name] 

      set device [Device or group name] 

   next 

end 

 

config firewall policy6 

   edit [Policy ID] 

      set name [Policy name] 

      set device [Device or group name] 

   next 

end 

end 

 

 WiFi Controller 

・VAPスケジュールは、定期的なスケジュールのみを受け入れる動作から、すべてのタイプのファイアウォー

ルスケジュールを受け入れるように変更されました。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

 config wireless-controller vap 

edit "wifi-t-1" 

set schedule "group1" 

next 

end 

 

・LED スケジュールは、定期的なスケジュールのみを受け入れる動作から、すべてのタイプのファイアウォー

ルスケジュールを受け入れるように変更されました。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

 config wireless-controller wtp-profile 

   edit "FAP321C-default" 

set led-schedules "group1" 

   next 

end 
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・wtp-profile の ble-profile 設定は、FAP-321E プラットフォーム用に構成できるようになりました。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

 config wireless-controller wtp-profile 

   edit "FAP321E-default" 

      config platform 

         set type 321E 

      end 

      set ble-profile "BLE-full" <==configurable 

      set handoff-sta-thresh 55 

      config radio-1 

         set band 802.11n,g-only 

      end 

      config radio-2 

set band 802.11ac 

      end 

   next  

end 
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6. Changes in CLI defaults 

 Anti-Spam 

・spamfilter から emailfilter に名称が変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config spamfilter bwl 

end 

 

config spamfilter profile 

end 

 

config firewall policy 

   edit [Policy ID] 

      set spamfilter-profile [Profile Name] 

   next 

end 

config emailfilter bwl 

end 

 

config emailfilter profile 

end 

 

config firewall policy 

   edit [Policy ID] 

      set emailfilter-profile [Profile Name] 

   next 

end 

 

 

 Data Leak Prevention 

・fp-sensitivity から sensitivity に名称が変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config dlp fp-sensitivity 

end 

config dlp sensitivity 

end 
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 Firewall 

・utm-inspection-mode から inspection-mode に名称が変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config firewall policy 

   edit [Policy ID] 

      set utm-inspection-mode [proxy | flow] 

   next 

end 

config firewall policy 

   edit [Policy ID] 

      set inspection-mode [proxy | flow] 

   next 

end 

 

・インターネットサービスグループに新たに方向が指定できるようになります。グループの方向は設定後に変

更することが出来ません。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config firewall internet-service-group 

   edit [Internet Service Group Name] 

      set member 65537 65538 

   next 

end 

config firewall internet-service-group 

   edit [Internet Service Group Name] 

      set direction [source | destination | both] 

      set member 65537 65538 

   next 

end 
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 FortiView 

・CLIの FortiView オプションが以下のように変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config system admin 

 edit [User Name] 

  config gui 

   edit [Dashboard ID] 

     config widget 

       edit [Widget ID] 

         set type fortiview  

         set report-by source <==removed 

         set timeframe realtime <==removed 

         set sort-by "bytes" <==removed 

         set visualization table <==removed 

       next 

     end 

   next 

  end 

 next 

end 

config system admin 

 edit [User Name] 

  config gui 

   edit [Dashboard ID] 

    config widget 

     edit [Widget ID] 

      set type fortiview  

      set fortiview-type '' <==added 

      set fortiview-sort-by '' <==added 

      set fortiview-timeframe '' <==added 

      set fortiview-visualization '' <==added 

      set fortiview-device '' <==added 

     next 

    end 

   next 

  end 

 next 

end 

 

 

 HA 

・HAメンバーマネジメントコマンドが以下のように変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

execute ha manage [ID] execute ha manage [ID] [admin-username] 

 

  



 

- 14 - 

 
 

 Intrusion Prevention 

・ボットネット構成オプションがインターフェースレベルおよびポリシーレベルから IPSプロファイルに移動

します。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config system interface 

   edit [Interface Name] 

      set scan-botnet-connections [disable | block | 

monitor] 

   next 

end 

config firewall policy 

   edit [Policy ID] 

      set scan-botnet-connections [disable | block | 

monitor] 

   next 

end 

config firewall proxy-policy 

   edit [Policy ID] 

      set scan-botnet-connections [disable | block | 

monitor] 

   next 

end 

config firewall interface-policy 

   edit [Policy ID] 

      set scan-botnet-connections [disable | block | 

monitor] 

   next 

end 

config firewall sniffer 

   edit [Policy ID] 

      set scan-botnet-connections [disable | block | 

monitor] 

   next 

end 

config ips sensor 

   edit [Sensor name] 

      set scan-botnet-connections [disable | block | 

monitor] 

   next 

end 
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 IPsec VPN 

・IPsec設定に net-device オプションが追加されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config vpn ipsec phase1-interface 

   edit [Tunnel Name] 

      set type [static | ddns] 

   next 

end 

config vpn ipsec phase1-interface 

   edit [Tunnel Name] 

      set type [static | ddns] 

      set net-device [enable | disable] 

   next 

end 

 

 

 Log & Report 

・botnet-connection オプション以下のように移動します。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config log threat-weight 

   config malware 

      set botnet-connection [critical | high | medium | low 

| disable] 

   end 

end 

config log threat-weight 

   set botnet-connection [critical | high | medium | low | 

disable] 

end 

 

・FortiAnalyzerの設定に新しい証明書検証オプションを追加されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config log fortianalyzer setting 

    set status enable 

    set server [FortiAnalyzer IP address] 

end 

config log fortianalyzer setting 

    set status enable 

    set server [FortiAnalyzer IP address] 

    set certificate-verification [enable | disable] 

    set serial [FortiAnalyzer Serial number] 

    set access-config [enable | disable] 

end 
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 Proxy 

・SSH リダイレクトオプションが ssl-ssh-profile から firewall policy に移動します。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config firewall ssl-ssh-profile 

  edit [Profile Name] 

    config ssh 

      set ssh-policy-check [enable | disable]  

    end 

  next 

end 

config firewall policy 

 edit [Policy ID] 

  set ssh-policy-redirect [enable | disable] 

 next 

end 

 

・HTTPリダイレクトオプションが ssl-ssh-profile から firewall policy に移動します。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config firewall profile-protocol-option 

  edit [Profile Name] 

    config http 

      set http-policy [enable | disable] 

    end 

  next 

end 

config firewall policy 

 edit [Policy ID] 

  set http-policy-redirect [enable | disable] 

 next 

end 

 

・インスペクションモードの設定が各 UTMプロファイルから firewall policy に移動します。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config system setting 

  set inspection-mode [proxy | flow] 

end 

 

config antivirus profile 

  edit [Profile Name] 

    set inspection-mode [proxy | flow-based] 

  next 

end 

 

config webfilter profile 

  edit [Profile Name] 

    set inspection-mode [proxy | flow-based] 

config firewall policy 

  edit [Policy ID] 

    set inspection-mode [flow | proxy] 

  next 

end 
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  next 

end 

 

config spamfilter profile 

   edit [Profile Name] 

     set flow-based [enable | disable] 

   next 

end 

 

config dlp sensor 

  edit [Sensor Name] 

    set flow-based [enable | disable] 

  next 

end 

 

 

 Routing 

・APIとの互換性のために、OSPFMD5 の CLIコマンドが単一行構成からサブテーブル構成に変更されまし

た。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config router ospf 

  config ospf-interface 

    edit [Interface Entry Name] 

      set interface [Interface] 

      set authentication md5  

      set md5-key [Key ID] [Key String Value]  

    next 

  end 

end 

config router ospf 

  config ospf-interface 

    edit [Interface Entry Name] 

      set interface [Interface] 

      set authentication md5 

      config md5-keys 

        edit [Key ID] 

          set key-string [Key String Value] 

        next 

      end 

    next 

  end 

end 
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・internet-service-ctrlおよび internet-service-ctrl-group という名前は、アプリケーション制御を使用するこ

とを指定するために、internet-service-app-ctrlおよび internet-service-app-ctrl-group に変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config system virtual-wan-link 

   config service 

      edit [Priority Rule ID] 

         set internet-service enable 

         set internet-service-ctrl [Application ID] 

         set internet-service-ctrl-group [Group Name] 

      next 

   end 

end 

config system virtual-wan-link 

   config service 

      edit [Priority Rule ID] 

         set internet-service enable 

         set internet-service-app-ctrl [Application ID] 

         set internet-service-app-ctrl-group [Group 

Name] 

      next 

   end 

end 

 

・SD-WANルールの SLAモードで、各メンバーの SLAが満たされている場合、選択がコストに基づいて行わ

れるように各 SD-WAN メンバーにコストのオプションが追加されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config system virtual-wan-link 

   config member 

      edit [Sequence Number] 

      next 

   end 

end 

config system virtual-wan-link 

   config member 

      edit [Sequence Number] 

         set cost [Value] 

      next 

   end 

end 

 

・SD-WANのモードに負荷分散モードが追加されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config system virtual-wan-link 

   config service 

      edit [Priority Rule ID] 

         set mode [auto | manual | priority | sla] 

      next 

   end 

end 

config system virtual-wan-link 

   config service 

      edit [Priority Rule ID] 

         set mode [auto | manual | priority | sla | load-

balance] 

      next 

   end 

end 
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 Security Fabric 

・SDN コネクタでプライベートまたはパブリック IPアドレスを収集するための制御が追加されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config firewall address 

 edit [Address Name] 

   set type dynamic 

   set comment '' 

   set visibility enable 

   set associated-interface '' 

   set sdn aws 

   set filter "tag.Name=publicftp" 

 next 

end 

config firewall address 

 edit [Address Name] 

   set type dynamic 

   set comment '' 

   set visibility enable 

   set associated-interface '' 

   set sdn aws 

   set filter "tag.Name=publicftp" 

   set sdn-addr-type [private | public | all] 

 next 

end 

 

・ET製品（FortiADC、FortiMail、FortiWeb、FortiDDoS、FortiWLC）をセキュリティファブリックと統合

するための一般的なサポートが追加されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config system csf 

  config fabric-device 

    edit [Device Name] 

       set device-ip [Device IP] 

       set device-type fortimail 

       set login [Login Name] 

       set password [Login Password] 

    next 

  end 

end 

config system csf 

  config fabric-device 

    edit [Device Name] 

       set device-ip [Device IP] 

       set https-port 443 

       set access-token [Device Access Token] 

    next 

  end 

end 
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・動的ファイアウォールアドレスの下に複数の SDN コネクタのサポートが追加されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config firewall address 

   edit [Address Name] 

      set type dynamic 

      set color 2 

      set sdn azure 

      set filter "location=NorthEurope" 

   next 

end 

config firewall address 

   edit [Address Name] 

      set type dynamic 

      set color 2 

      set sdn [SDN connector instance] 

      set filter "location=NorthEurope" 

   next 

end 

 

 

 System 

・split VDOM モードが追加されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config global 

   set vdom-admin [enable | disable] 

end 

config global 

   set vdom-mode [no-vdom | split-vdom | multi-vdom] 

end 

 

 WiFi Controller 

・daarpのオプションが変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config wireless-controller timers 

   set darrp-optimize 0 

      set darrp-day monday 

      set darrp-time "12:00" 

end 

config wireless-controller timers 

   set darrp-optimize-schedules "defaultdarrp-optimize" 

end 

 

・widsプロファイルのオプションが変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config wireless-controller wids-profile 

   edit "default" 

      set ap-bgscan-disable-day monday 

      set ap-bgscan-disable-start 00:00 

      set ap-bgscan-disable-end 23:59  

config wireless-controller wids-profile 

   edit "default" 

      set ap-bgscan-disable-schedules "always" 

   next 

end 
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   next 

end 

・以前のWiFi仕様との互換性のために新しい wfa-compatibility コマンドが追加されました。このコマンド

は、WPA / WPA2-Personal SSID の事前共有キー（PSK）の最小長のみを制御します。 無効にした場合、

PSK には 12以上の文字が含まれている必要があります。有効にした場合、PSKには 8 文字以上が含まれてい

る必要があります。 デフォルトでは、セキュリティを強制するために無効になっています。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

 config wireless-controller setting 

   set wfa-compatibility [enable | disable]  

end 

 

・FortiGate が管理する「Wave2」802.11ac対応 FAPユニットで、マルチユーザーMIMO を有効または無効

にする新しいコマンドが追加されました。デフォルトは有効です。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

 config wireless-controller vap 

   edit [VAP Name] 

      set mu-mimo [enable | disable] 

   next  

end 
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7. Changes in default values 

 Firewall 

・ssl-ssh-profile のデフォルトプロファイルが certificate-inspection から no-inspection に変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

Config firewall policy 

  edit [Policy ID] 

    set ssl-ssh-profile certificate-inspection 

  next 

end 

Config firewall policy 

  edit [Policy ID] 

    set ssl-ssh-profile no-inspection 

  next 

end 

 

 

 IPsec VPN 

・dynamic（dialup）トンネルの net-device オプションのデフォルト値が無効から有効に変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config vpn ipsec phase1-interface  

   edit [Tunnel Name]  

      set type dynamic  

      set net-device disable  

   next  

end 

config vpn ipsec phase1-interface  

   edit [Tunnel Name]  

      set type dynamic  

      set net-device enable  

   next  

end 

 

 

 Log & Report 

・メモリログのデフォルト値、最小値、最大値が変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config log memory global-setting 

   set max-size 65536 

end 

config log memory global-setting 

   set max-size [1% of total RAM] 

end 
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 Routing 

・SD-WANヘルスチェック間隔が 1 から 500に変更され、単位が秒からミリ秒に変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config system virtual-wan-link  

   config health-check 

      edit [Health Check Name] 

         set interval 1 

      next 

   end 

end 

config system virtual-wan-link  

   config health-check 

      edit [Health Check Name] 

         set interval 500 

      next 

   end 

end 

 

・リンクモニタ間隔が 1 から 500に変更され、単位は秒からミリ秒に変更されます 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

cconfig system link-monitor 

   edit [Link Monitor Name] 

      set interval 1 

   next 

end 

config system link-monitor 

   edit [Link Monitor Name] 

      set interval 500 

   next 

end 

 

・ECMPでサポートされるデフォルトの最大数が 10 から 255へ拡張されました。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

Config system setting 

   set ecmp-max-paths 10  

end 

Config system setting 

   set ecmp-max-paths 255  

end 

 

 Switch Controller 

・fortilink-split-interface のデフォルト値が無効から有効に変更されます。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config system interface 

   edit [FortiLink Interface] 

      set fortilink enable 

      set fortilink-split-interface disable 

   next 

end 

config system interface 

   edit [FortiLink Interface] 

      set fortilink enable 

      set fortilink-split-interface enable 

   next 

end 
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 WiFi Controller 

・デフォルトの darrp 間隔が 1800秒から 86400 秒に変更されました。 

以前のバージョン FortiOS 6.2.1 以降 

config wireless-controller timers 

   set darrp-optimize 1800  

end 

config wireless-controller timers 

   set darrp-optimize 86400 

end 

 

8. New features or enhancements 

以下の内容が変更されました。 

 

Bug ID Description 

549873 イベントログは、ログとレポートツリーからツールバーメニューに移動しました。 

[ログとレポート]で、[イベント]を選択し、ツールバーメニューからサブタイプを選択します。 
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9. アップグレードに関して 

 Device detection changes 

FortiOS 6.0 ではデバイス検知機能に以下の構成が含まれています。 

・Visibility：検出された情報は、トポロジの可視性とロギングに利用できます。 

・FortiClient endpoint compliance：FortiClientから学習した情報を使用して、これらのエンドポイントのコン

プライアンスを実施できます。 

・Mac-address-based device policies：検出されたデバイスは、カスタムデバイスとして定義し、デバイスベ

ースのポリシーで使用できます。 

 

FortiOS 6.2 では以下のように変更されます。 

・Visibility：変更はありません。 

・FortiClient endpoint compliance：新しいファブリックコネクタに置き換わります、動的ポリシーのために

他のすべてのエンドポイントコネクタと整合します。（FortiClient EMS） 

・Mac-address-based device policies：FWアドレスに Macアドレス範囲が設定できるようになります。こ

れにより、以前のデバイスポリシー機能は、通常のポリシーで実現できるようになります。 

6.0.xでデバイスポリシーを使用していた場合は、アップグレード後にこれらのポリシーを通常のポリシーテ

ーブルに手動で移行する必要があります。 
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 FortiClient Endpoint Telemetry license 

FortiClient Endpoint Telemetry License が廃止され、FortiClient EMSに統合されます。 

 

 Security Fabric upgrade 

Fortinet Security Fabric を構成している場合、以下の OSがサポート対象となります。 

機器 OS 

FortiAnalyzer FortiAnalyzer 6.2.0 

FortiClient FortiClient 6.2.0 

FortiClient EMS FortiClient EMS 6.2.0 

FortiAP FortiAP 5.4.4 以降 

FortiSwitch FortiSwitch 3.6.9 以降 

※複数の FortiGate で Security Fabric構成されている場合、ファブリック内のすべての FortiGate デバイスは

同一である必要がございます。 

 

 Minimum version of TLS services automatically changed 

セキュリティを向上させるために、FortiOS 6.2.0 は ssl-min-proto-versionオプション（config system 

global）を使用して、FortiGate とサードパーティの SSLおよび TLS サービス間の通信に使用される最小 SSL

プロトコルバージョンを制御するようになっております。 

FortiOS 6.2.1以降にアップグレードした場合、デフォルトの ssl-min-proto-version オプションは TLS v1.2に

なります。 

以下の SSLおよび TLSサービスは、デフォルトとして TLS v1.2を使用するためにグローバル設定を継承しま

す。 これらの設定は個別の設定で上書き可能です。 

 

・Email server (config system email-server) 

・Certificate (config vpn certificate setting) 

・FortiSandbox (config system fortisandbox) 

・FortiGuard (config log fortiguard setting) 

・FortiAnalyzer (config log fortianalyzer setting) 

・LDAP server (config user ldap) 

・POP3 server (config user pop3) 
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 Downgrading to previous firmware versions 

以前のファームウェアバージョンにダウングレードすると、すべてのモデルで設定が失われます。 以下の設定

のみ保持されます。 

・operation mode 

・interface IP/management IP 

・static route table 

・DNS settings 

・admin user account 

・session helpers 

・system access profiles 

 

 Amazon AWS enhanced networking compatibility issue 

この拡張機能では、古いバージョンの AWS用 FortiGate VM と互換性の問題があります。 

6.2.0イメージを古いバージョンにダウングレードすると、ネットワーク接続が失われます。 AWS はコンソー

ルアクセスを提供しないため、ダウングレードされたイメージを復元することはできません。 

6.2.0から古いバージョンにダウングレードする場合、拡張 NICドライバーの実行は許可されません。  

次の AWSインスタンスが影響を受けます。「C3 / C4 / R3 / I2 / M4 / D2」 
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 FortiLink access-profile setting 

新しい FortiLinkローカルアクセスプロファイルは、FortiGate によって管理される FortiSwitch の物理インタ

フェースへのアクセスを制御します。FortiGate を 6.2.0にアップグレードすると、すべての管理対象

FortiSwitch のインタフェースの allowaccessの設定が、デフォルトの FortiGate ローカルアクセスプロファイ

ルによって上書きされます。6.2.0にアップグレードした後、ローカルアクセスプロファイルにプロトコルを手

動で追加する必要があります。 

■ローカルアクセスプロファイルを設定する場合 

config switch-controller security-policy local-access 

edit [Policy Name] 

set mgmt-allowaccess https ping ssh 

set internal-allowaccess https ping ssh 

next 

end 

 

■ローカルアクセスプロファイルを管理対象の FortiSwitchに設定する場合 

config switch-controller managed-switch 

edit [FortiSwitch Serial Number] 

set switch-profile [Policy Name] 

set access-profile [Policy Name] 

next 

end 

 

 FortiGate VM with V-license 

FortiOS6.2 から V ライセンスを備えた FortiGate-VMで Split-vdomが有効にできます。 

■split-vmの有効方法 

config system global 

set vdom-mode [no-vdom | split vdom] 

end 

 

※split-vdomの詳細については https://docs.fortinet.com/document/fortimanager/6.2.0/new-

features/744923/split-task-vdom-mode-supportをご確認ください。 

 

  

https://docs.fortinet.com/document/fortimanager/6.2.0/new-features/744923/split-task-vdom-mode-support
https://docs.fortinet.com/document/fortimanager/6.2.0/new-features/744923/split-task-vdom-mode-support
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 FortiGuard update-server-location setting 

FortiGuard のシグネチャアップデート等で利用される FortiGuard サーバに接続する際に、update-server-

location のデフォルト設定は、ハードウェアプラットフォームと VM で異なります。ハードウェアプラットフ

ォームの場合、デフォルトは any です。 VMの場合、デフォルトは usaとなります。 

遅延を少なくするためには手動で「any」に設定頂く必要があります。 

 

config system fortiguard 

    set update-server-location [usa | any] 

end 

 

 FortiView widgets 

FortiView ウィジェットは 6.2.0で大きく変更されました。 以前のバージョンで作成された FortiView ウィジ

ェットは、アップグレードで削除されます。 

  



 

- 30 - 

 
 

10. 各 Fortinet 製品とのサポートについて 

 FortiAnalyzer 

FortiAnalyzerとFortiOSの互換性については、下記ページに最新情報がございます。 

https://fortinetweb.s3.amazonaws.com/docs.fortinet.com/v2/attachments/0955b58b-a143-11eb-b70b-

00505692583a/fortianalyzer-compatibility_-_caveats.pdf 

 

※FortiGateのアップグレード前に FortiAnalyzerのアップグレードを行う必要がございます。 

 

 FortiManager 

FortiManagerとFortiOSの互換性については、下記ページに最新情報がございます。 

https://fortinetweb.s3.amazonaws.com/docs.fortinet.com/v2/attachments/61c2bba0-a142-11eb-b70b-

00505692583a/fortimanager-compatibility_-_caveats.pdf 

 

 

※FortiGateのアップグレード前に FortiManagerのアップグレードを行う必要があります。 

 

 FortiClient 

FortiClientと FortiOSの互換性は以下の通りです。 

プラットフォーム OSバージョン 

FortiClient for Windows FortiClient 6.2.0 

FortiClient for MacOS X FortiClient 6.2.0 

FortiClient for Linux FortiClient 6.2.0 

FortiClient for iOS FortiClient 6.2.0 以降 

FortiClient for Android and VPN Android FortiClient 6.2.0 以降 

※FortiOSのリリース時点での情報ですので、FortiClientの Release Notes も合わせてご確認ください。 

 

 FortiSwitch 

FortiSwitch (FortiLinkモード)と FortiOSの互換性は以下の通りです。 

プラットフォーム OSバージョン 

FortiSwitch (FortiLink) 3.6.9 以降 

※FortiOSのリリース時点での情報ですので、FortiSwitch の Release Notes も合わせてご確認ください。 
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 FortiAP/FortiAP-S 

FortiAPおよび FortiAP-S と FortiOSの互換性は以下の通りです。 

プラットフォーム OSバージョン 

FortiAP 
5.4.2 以降 

5.6.0 以降 

FortiAP-S 
5.4.3 以降 

5.6.0 以降 

※FortiOSのリリース時点での情報ですので、FortiAP/FortiAP-S の Release Notesも合わせてご確認くださ

い。 

 

 FortiSandbox 

FortiSandbox と FortiOSの互換性は以下の通りです。 

プラットフォーム OSバージョン 

FortiSandbox 2.3.3 以降 

※FortiOSのリリース時点での情報ですので、FortiSandbox の Release Notesも合わせてご確認ください。 
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11. 動作環境 

 推奨 Web ブラウザについて 

FortiGate の WebUIを表示する際の推奨ブラウザとなります。 

プラットフォーム OSバージョン 

Microsoft Edge Version 41 

Mozilla Firefox Version 59 

Google Chrome Version 65 

他の Webブラウザは正しく機能する可能性がありますが、Fortinetではサポートされていません。 

 

 Explicit Web Proxy のブラウザサポートについて 

FortiGate の Explicit Proxy 機能を利用する際のサポートブラウザの一覧です。 

プラットフォーム OSバージョン 

Microsoft Edge Version 41 

Microsoft Internet Explorer Version 11 

Mozilla Firefox Version 59 

Google Chrome Version 65 

Apple Safari version 9.1 (For Mac OS X) 

他の Webブラウザは正しく機能する可能性がありますが、Fortinetではサポートされていません。 
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 SSL-VPN (Web モード)のサポートについて 

FortiGate の SSL-VPN(Webモード)でサポートされているブラウザの一覧です。 

プラットフォーム ブラウザバージョン 

Microsoft Windows 7 SP1 (32-bit & 64-bit) 

 

Mozilla Firefox version 61 

Google Chrome version 68 

Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Edge 

Mozilla Firefox version 61 

Google Chrome version 68 

Linux CentOS 6.5 / 7 (32-bit & 64-bit) Mozilla Firefox version 54 

OS X El Capitan 10.11.1 Apple Safari version 11 

Mozilla Firefox version 61 

Google Chrome version 68 

iOS Apple Safari 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

Android Mozilla Firefox 

Google Chrome 
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 VM プラットフォーム 

FortiGate-VMの動作可能なプラットフォームとなります。 

プラットフォーム ブラウザバージョン 

Citrix XenServer version 5.6 Service Pack 2 

XenServer version 6.0 and later 

Linux KVM RHEL 7.1/Ubuntu 12.04 and later 

CentOS 6.4 (qemu 0.12.1) and later 

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, and 2016 

Open Source XenServer version 3.4.3 

XenServer version 4.1 and later 

VMware ESX versions 4.0 and 4.1 

ESXi versions 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, and 6.7 

VM Series - SR-IOV 

(サポートされる NICのチップセット) 

 

Intel 82599 

Intel X540 

Intel X710/XL710 

 

 


