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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 MR4 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 MR4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-60E, FG-60E-DSL, FG-60E-DSLJ, FG-60E-POE, FG-61E, FG-80E, FG-80E-POE, FG81E, 

FG-81E-POE, FG-90E, FG-91E, FG-100E, FG-100EF, FG-101E, FG-140E, FG-140EPOE, 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, FG1000D, FG-1100E, FG-

1101E, FG-1200D, FG-1500D, FG-1500DT, FG-2000E, FG-2500E, FG-3000D, FG-3100D, FG-

3200D, FG-3400E, FG-3401E, FG-3600E, FG-3601E, FG3700D, FG-3800D, FG-3810D, FG-

3815D, FG-5001D, FG-3960E, FG-3980E, FG-5001E, FG-5001E1 

FortiWiFi FWF-60E, FWF-60E-DSL, FWF-60E-DSLJ, FWF-61E 

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

FGVM64-AZUREONDEMAND, 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-HV, FOS-VM64-KVM, FOS-VM64-XEN 
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 Special branch supported models 

以下のモデルは、FortiOS 6.0 MR4 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-40F is released on build 6025. 

FG-40F-3G4G is released on build 6033. 

FG-60F is released on build 6025. 

FG-61F is released on build 6025. 

FG-100F is released on build 6025. 

FG-101F is released on build 6025. 

FG-2200E is released on build 6013. 

FG-2201E is released on build 6013. 

FG-3300E is released on build 6013. 

FG-3301E is released on build 6013. 

FG-VM64-AWS is released on build 5123. 

FWF-40F is released on build 6033. 

FWF-40F-3G4G is released on build 6033. 

FWF-60F is released on build 6033. 

FWF-61F is released on build 6033. 
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4. アップグレード注意事項 

 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。 
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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 

 

 System Advanced menu removal (combined with System Settings) 

Bug ID Description 

584254 ・[システム]> [詳細]メニューを削除しました（ほとんどの機能を[システム]> [設定]ページに移動

しました） 

・構成スクリプトのアップロード機能をトップメニュー>構成>スクリプトページに移動しました。 

・自動スクリプト構成の GUI サポートを削除しました（この機能は引き続き CLI でサポートされ

ます）。 

・すべてのコンプライアンステストをセキュリティレーティングテストに変換しました。 

 

 Application group improvements 

Bug ID Description 

565309 アプリケーショングループを改善しました。 

 

 NGFW mode 

Bug ID Description 

584314 NGFW モードには、すべてのアプリケーションのリストを表示するためのリンクが必要です。 

 

 PCI passthrough ports 

Bug ID Description 

605103 PCI パススルーポートの順序は、アップグレード後に変更される場合があります。 SR-IOV ポート

はデフォルトで MAC オーダーであるため、これは VMXNET3 および SR-IOV ポートには影響しま

せん。 
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 CLI and GUI behavior changes 

Bug ID Description 

610191 この変更には、CLI と GUI の両方に対する複数の動作の変更が含まれます。 

デフォルトの自動化ルールを追加しました（工場出荷時のリセット後）。 FEXP プッシュ通知を除

いて、すべてがデフォルトで無効になっています。 

自動化のための新しい着信 Webhook トリガーが追加されました。 

メールアラート設定ページを削除しました。 

POST / api / v2 / monitor / system / Automation-stitch / webhook / <triggermkey>用の新しい API が追加さ

れました。 

 

 FG-80E-POE and FG-81E-POE PoE controller firmware update 

FortiOS 6.4.0 はバグ 570575 を解決し、ポートに電力を供給できない FortiGate を修正しました。 解決され

た問題のセクションを参照してください。ただし、PoE ハードウェアコントローラーでは、CLI を使用して実

行する必要のある更新が必要になる場合があります。 このコマンドが正常に実行されると、PoE ハードウェア

コントローラーのファームウェアが最新バージョン 2.18 に更新されます。 

diagnose poe upgrade-firmware 

 

 Managed switch controller in NAC policy 

Bug ID Description 

621785 user.nac-policy []。switch-scope には、switch-controller.managed-switch へのデータ参照が含まれてい

る場合があります。 管理者がこの参照を設定する場合、管理対象スイッチを削除する前に、この

参照を削除する必要があります。 

 

 VLANs on a FortiLink interface 

FortiOS 6.4.0 では、ハードウェアスイッチを使用するように構成された FortiLink インタフェース上の VLAN

は、スイッチ VLAN インタフェースの IPアドレスの登録が正しくないため、アップグレードまたは再起動時

に起動しない場合があります。 

この問題は、ハードウェアスイッチを含み、デフォルトで FortiLink が構成されている FG-60E、FG-61E、

FG-80E、FG-81E、FG-90E、および FG-91E モデルに影響します。 集約、物理、およびソフトウェアスイッ

チのインタフェースは影響を受けません。 

回避策（永続的な再起動ではない）は、各 VLAN インタフェースの IPアドレスを異なる IPアドレスに再構成

することです。 同じサブネット内の IPアドレスを使用してから、必要に応じて元の IP アドレスに戻すことが

できます。 
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 AWS-On-Demand image 

Bug ID Description 

589605 FortiOS 6.4.0 以降、FGT-VM64-AWSONDEMAND イメージは提供されなくなりました。 

AWSPAYG モデルと AWSBYOL モデルの両方が、同じ FGT-VM64-AWS イメージを共有します。 

 

 Policy routing enhancements in the reply direction 

応答トラフィックが FortiGate に入り、ポリシールートまたは SD-WAN ルールが設定されている場合、出力イ

ンタフェースは次のように選択されます。 

・構成システム設定で補助セッションが有効になっている場合 

6.4.0 以降、応答トラフィックは、出力インタフェースとネクストホップを決定するためのポリシールートまた

は SD-WAN ルールと一致しなくなります。 

この変更の前は、応答トラフィックは、出力インタフェースとネクストホップを決定するためにポリシールー

トまたは SD-WAN ルールと一致します。 

・構成システム設定で補助セッションが無効になっている場合 

応答トラフィックは、元の着信インタフェースで出力されます。 
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5. Changes in CLI 

以下の内容が変更されています。 

Bug ID Description 

497161 サポートされているプラットフォームで SMC NTP 機能が追加されます。 

 

config system smc-ntp   <==added 

    set ntpsync enable  <==added 

    set syncinterval 120 <==added 

    config ntpserver    <==added 

        edit 1  

            set server 208.91.114.98 <==added 

        next 

    end 

end 

542570 diagnose system botnet の名前が、diagnose system botnet-ip に変更されます。 

diagnose system botnet-ip の配下にある stat、reload、および file が削除されます。 

555201 endpoint-control.fctems で証明書設定が追加されます。 

 

config endpoint-control fctems 

     edit <name> 

         ... 

         set certificate <cert-name> <==added 

         ... 

     next 

     ... 

end 

 

execute fctems verify を使用できるようになります。 

execute fctems verify <fctems name> 

564318 周波数ハンドオフと AP ハンドオフを無線レベルから AP レベルに移動します。  

 

config wireless-controller wtp-profile 

    edit "FAP423E-default" 

        config platform 

            set type 423E 

        end 
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        set handoff-sta-thresh 55 

        set frequency-handoff enable <==changed 

        set ap-handoff enable    <==changed 

        config radio-1 

            set band 802.11n,g-only 

        end 

        config radio-2 

            set band 802.11ac 

        end 

    next 

end 

571819 cloud-VMS（Azure、AWS、GCP、AliCloud、OCI）から EIP が収集されます。 

 

pcui-cloudinit-test # execute <?> 

update-eip Update external IP. <==added 

 

config sys interface 

    edit [Name] 

        set eip                <==added 

    next 

end 

572420 SD-WAN ヘルスチェックに DNS モニタリング関連付ける設定が追加されます。 

 

config system virtual-wan-link 

    config health-check 

        set protocol dns <==added dns option 

        set system-dns <==added 

    end 

end 

572779 sdn-connector の配下でタイプが追加されます。 

 

config system sdn-connector 

    edit "aci_direct1" 

        set type aci-direct <==added 

    next 

end 

573330 外部ポータルを選択されている場合、captive-portal vap 配下 external-web-format 設定が追加されま

す。 
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config wireless-controller vap 

    edit guestwifi 

        set ssid "GuestWiFi" 

        set security captive-portal 

        set external-web "http://170.00.00.000/portal/index.php" 

        set selected-usergroups "Guest-group" 

        set intra-vap-privacy enable 

        set schedule "always" 

        set external-web-format auto-detect <==added 

    next 

end 

573410 ファイアウォールポリシー配下に vendor-mac オプションが追加されます。 

 

config firewall policy 

    edit 9 

        set name "policy_id_9" 

         set srcintf "wan2" 

         set dstintf "wan1" 

         set srcaddr "all" 

         set dstaddr "all" 

         set vendor-mac 36 16 <==added 

         set action accept 

         set schedule "always" 

         set service "ALL" 

         set logtraffic all 

         set auto-asic-offload disable 

         set nat enable 

     next 

end 

 

下記のベンダー情報を表示する診断コマンドが追加されます。 

diagnose vendor-mac id 

diagnose vendor-mac match 

573411 SSH トンネル（AV、WF、WAF、ICAP、DLP）を介した HTTP および HTTPS の UTM スキャンが

追加されます。 

 

config firewall proxy-policy 
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    edit 4 

        set av-profile "av" <==added 

        set webfilter-profile "webfilter" <==added 

        set dlp-sensor "dlp" <==added 

        set icap-profile "icap" <==added 

        set waf-profile "waf" <==added 

    next 

end 

574588 WiFi に GRE と L2TP のサポートが追加されます。 

 

config wireless-controller wag-profile <==added  

    edit [Profile Name]             <==added 

end 

 

config wireless-controller vap 

    edit "80e_gre" 

        set ssid "FOS-QA_Bruce_80e_gre" 

        set local-bridging enable 

        set vlanid 3135 

        set primary-wag-profile "tunnel" <==added 

        set secondary-wag-profile "l2tp"<==added 

    next 

end 

574882 FAP-U431F および FAP-U433F は、プラットフォームモードがシングル 5G の場合、radio-2 で

802.11ax (2.4GHz)がサポートされます。 

 

config wireless-controller wtp-profile 

    edit "FAPU431F-default" 

        config platform 

            set type U431F 

            set mode single-5G 

        end 

        config radio-1 

            set band 802.11ax-5G 

        end 

        config radio-2 

            set band 802.11ax 

        end 
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        config radio-3 

            set mode monitor 

        end 

    next 

end 

576424 必須の IP プールを備えた virtual wire pair policy および virtual wire pair policy6 の配下に NAT オプシ

ョン配下が追加されます。 

 

config firewall policy 

    edit 88 

        set srcintf "port4" 

        set dstintf "port1" 

        set srcaddr "all" 

        set dstaddr "all" 

        set action accept 

        set schedule "always" 

        set service "ALL" 

        set logtraffic all 

        set ippool enable 

        set poolname "vwp-pool-1" <==required 

        set nat enable <==added 

    next 

end 

579703 firewall policy、firewall service、および system session-ttl 配下に、非表示オプションの session-ttl 

never が追加されます。 

 

config firewall policy 

    edit 201 

        set srcintf "wan1" 

        set dstintf "wan2" 

        set srcaddr "all" 

        set dstaddr "all" 

        set action accept 

        set schedule "always" 

        set service "TCP_8080" 

        set logtraffic disable 

        set session-ttl never <==added 

        set nat enable 
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    next 

end 

582880 config firewall internet-service-name が追加されます。 

 

config firewall internet-service-name 

    edit "test-locaction-isdb-1" 

        set type location 

        set internet-service-id 65537 

        set country-id 840 

        set region-id 283 

        set city-id 23352 

    next 

end 

ファイアウォールポリシー配下で、internet-service-id の名前を internet-service-src-id に、internet-

service-name の名前を internet-service-src-name に変更します。 

 

config firewall policy 

    edit 99 

        set internet-service enable 

        set internet-service-name "test-locaction-isdb-1"  <==changed 

        set internet-service-src enable 

        set internet-service-src-name "test-location-isdb-3" <==changed 

    next 

end 

582979 DPDK 関連の CLI コマンドが追加されます。 

 

config dpdk global 

    set status [enable | disable] 

    set multiqueue [enable | disable]  

    set sleep-on-idle [enable | disable]  

    set elasticbuffer [enable | disable]  

    set hugepage-percentage [Percentage of main memory allocated to hugepages]  

    set mbufpool-percentage [Percentage of main memory allocated to DPDK packet buffer]  

end 

config dpdk cpus 

    set rx-cpus [CPUs enabled to run DPDK RX engines]  

    set vnp-cpus [CPUs enabled to run DPDK VNP engines]  

    set ips-cpus [CPUs enabled to run DPDK IPS engines]  
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    set tx-cpus [CPUs enabled to run DPDK TX engines]  

end 

583929 vpn.ssl.web.portal 配下に split-route-negate オプションが追加されます。 

 

config vpn ssl web portal 

     edit tunnel-portal 

         set split-tunneling-routing-negate [enable | disable] <==added 

         set ipv6-split-tunneling-routing-negate [enable | disable] <==added 

    next 

end 

584166 firewall central-snat-map 配下に type が追加されます。 

 

config firewall central-snat-map 

     edit 2 

         set type ipv6 <==added 

         set srcintf "wan2" 

         set dstintf "wan1" 

        set orig-addr6 "all" 

        set dst-addr6 "all" 

         set nat-ippool6 "test-ippool6-1" 

     next 

end 

584836 ファイアウォールポリシー配下に geoip-match が追加されます。 

 

config firewall policy 

    edit 1 

        set name "policy_id_1" 

        set srcintf "wan2" 

        set dstintf "wan1" 

        set srcaddr "all" 

        set dstaddr "test-geoip-CA" 

        set action accept 

        set schedule "always" 

        set service "ALL" 

        set geoip-match registered-location <==added 

        set logtraffic all 

        set auto-asic-offload disable 

        set nat enable 
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    next 

end 

586163 vap 構成配下の acct-interim-interval 設定が削除されます。また、acct-interim-interval は RADIUS サー

バーに対してのみ設定ができます。CMCC ポータルタイプのキャプティブポータル VAP の captive-

portal-radius-server を radius-server に置き換えます。 

 

config wireless-controller vap 

    edit "vap-cmcc" 

        set ssid "vap-cmcc" 

        set security captive-portal 

        set external-web "http://172.30.144.11:8080/am/portal/ac/FG81EP4Q16000601/ssid/vap-cmcc" 

        set radius-server "cmcc-radius" <==added 

        set local-bridging enable 

        set portal-type cmcc 

    next 

end 

 

CMCC mac-auth ポータルタイプとキャプティブポータル VAP の captive-portal-macauth-radius-server

を radius-mac-auth-server に置き換えます。 

 

config wireless-controller vap 

    edit "Melody-CMCC" 

        set ssid "vap-CMCC-macauth" 

        set security captive-portal 

        set external-web "http://172.30.144.11:8080/am/portal/ac/FG81EP4Q16000601/ssid/vap-CMCC-

macauth" 

        set radius-mac-auth enable 

        set radius-mac-auth-server "cmcc_mac_auth_svr" <==added 

        set radius-server "cmcc_auth_svr" <==added 

        set local-bridging enable 

        set portal-type cmcc-macauth 

    next 

end 

RADIUS サーバーで acct-interim-interval の最小値を 600 から 60 に変更します。 

 

config user radius 

    edit radius 

        set acct-interim-interval <60 - 86400> <==new range 
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    next 

end 

586175 firewall address 6 に適用できる IPv6 geography-based アドレスを作成する機能が追加されます。 

config firewall address6 

    edit "test-ipv6-geoip" 

        set type geography <==added 

        set country "CA" 

    next 

end 

586935 新しく execute factoryreset-shutdown コマンドが追加されます。 

587093 multicast-policy / local-in-policy / local-in-policy6 / central-snat-map 配下に UUID フィールドが追加され

ます。 

config firewall local-in-policy 

    edit 1 

        set uuid 1aeb7d98-0016-51ea-7913-b6d62f4409cd <==added 

    next 

end 

 

マルチキャストポリシー配下にコメントフィールドが追加されます。 

 

config firewall multicast-policy 

    edit 1 

        set uuid d0f74f64-fc41-51e9-2dfc-729f027e9979 

        set comments "multicast-policy-1" 

    next 

end 

587575 csf 配下に fabric-object-unification コマンドが追加されます。 

 

config system csf 

    set fabric-object-unification [default | local] <==added 

end 

587646 SSL VPN settings 配下に、encrypt-and-store-password と transform-backward-slashes が追加されます。 

config vpn ssl settings  

    set encrypt-and-store-password [enable | disable] <==added 

    set transform-backward-slashes [enable | disable] <==added 

end 
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587860 external-portal vap を使用する local-bridge の captive-portal-session-timeout-interval 設定は、captive-

portal-auth-timeout に置き換えられます。 ヘルプメッセージがトラフィック（0〜864000 秒、デフ

ォルト= 0）に関係なく、タイムアウト後に常にセッションをクリアするように Hard timeout - AP

は改善されます。  

588180 fortitelemetry と capwap をファブリックに統合して、system interface でアクセスを許可します。 

 

config system interface  

    edit port4 

        set allowaccess ? 

        ping PING access. 

        https HTTPS access. 

        ssh SSH access. 

        snmp SNMP access. 

        http HTTP access. 

        telnet TELNET access. 

        fgfm FortiManager access. 

        radius-acct RADIUS accounting access. 

        probe-response Probe access. 

        fabric Security Fabric access. <==added 

        ftm FTM access. 

    next 

end 

589842 手動モードの SD-WAN サービスで、members の名前を priority-members に変更されます。 

config sys virtual-wan-link 

    config service 

        edit 2 

            set mode manual 

            set priority-members 2 3 <==changed 

        next 

    end 

end 

591380 802.1x セキュリティポリシー配下で eap-auto-untagged-vlans が追加されます。 

 

config switch-controller security-policy 802-1X 

    edit "802-1X-policy-874535" 

        set security-mode 802.1X-mac-based 

        set user-group "SSO_Guest_Users" 

        set mac-auth-bypass disable 
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        set open-auth disable 

        set eap-passthru enable 

        set eap-auto-untagged-vlans disable <==added 

        set guest-vlan disable 

        set auth-fail-vlan disable 

        set framevid-apply enable 

        set radius-timeout-overwrite disable 

    next 

end 

592352 application list 配下で複数のパラメータのサポートが追加されます。 

config application list 

    edit "app-list-1" 

        config entries 

            edit 1000008 

                config parameters 

                    edit 1 

                        config members <==added 

                            edit 1 <==added 

                                set name command <==added 

                            next 

                        end 

                    next 

                end 

            next 

        end 

    next 

end 

592414 ipsec-aggregate 配下で weighted-round-robin が追加されます。 

 

config system ipsec-aggregate 

    edit testagg 

        set algorithm ? 

        L3 Use layer 3 address for distribution. 

        L4 Use layer 4 information for distribution. 

        round-robin Per-packet round-robin distribution. 

        redundant Use first tunnel that is up for all traffic. 

        weighted-round-robin Weighted round-robin distribution. <==added 

    next 
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end 

 

ipsecphase1-interface 配下で aggregate-weight が追加されます。 

 

config vpn ipsec phase1-interface 

    edit testp1 

        set net-device disable 

        set aggregate member enable 

        set aggregate-weight 1 <==added 

    next 

end 

592507 auto-script 配下でタイムアウトの設定が追加されます。 

 

config system auto-script 

    edit 1 

        set timeout 0 <==added 

    next 

end 

593968 インタフェース帯域幅をインタフェースウィジェットに入力するには、set monitor-bandwidth を有

効にする必要があります。 

 

config system interface 

    edit "port1" 

        set vdom "root" 

        set ip 10.111.255.86 255.255.255.0 

        set allowaccess ping 

        set type physical 

        set monitor-bandwidth enable 

        set snmp-index 1 

    next 

end 

597703 Azure にデプロイされた FortiGate-VM 用の AzureSDN コネクタ用の新しいコマンドが追加されま

す。 

 

config system sdn-connector 

    edit "azure1" 

        set type azure 

        set use-metadata-iam [enable|disable] <==added 
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    next 

end 

598286 新しいアドレスグループタイプで folder が追加されます。 

 

config firewall addrgrp 

    edit "test-folder-addrgrp-1" 

        set type folder <==added 

        set member "172-16-200-156" 

        set allow-routing enable 

    next 

end 

599034 diagnose system から top-summary が削除されます。 

600478 ログ設定配下の log-policy-name が削除されます。 

600830 virtual-wan-link、health-check および system link-monito 配下の probe-timeout が追加されます。 

 

config system virtual-wan-link 

    config health-check 

        set probe-timeout 500 <==added 

    end 

end 

 

601345 FortiGuard フィルタリングプロトコル/ポート設定が保存されていない場合、GUI に警告は表示され

ません。 

601405 automation-action 配下の action-type が追加されます。 

 

config system automation-action 

    edit "slack1" 

        set action-type slack-notification <==added 

    next 

end 

601575 radius_server と nas_ip を SSL VPN レルム定義ができるようになります。 

 

config vpn ssl web realm 

    edit <realm_name> 

        set radius-server <radius_server> <==added 

        set nas-ip <nas_ip> <==added 

    next 
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end 

603137 VDOM と FortiSwitch 802.1x 設定の両方で tx-period が追加されます。 

 

config switch-controller 802-1X-settings 

    set tx-period 30 <==added 

end 

 

config switch-controller managed-switch 

    edit S524DN4K16000116 

        config 802-1X-settings 

            set local-override enable 

            set tx-period 30 <==added 

        end 

    next 

end 

603590 ダイナミックアドレスオブジェクトの AWS Auto Scaling グループのフィルタリングがサポートされ

ます。 

 

config firewall address 

    edit "aws-asg-addr1" 

        set type dynamic 

        set sdn "aws-sdn" 

        set filter "AutoScaleGroup=10703c-4f731e90-fortigate-payg-auto-scaling-group" <==added filter 

    next 

end 

604980 仮想負荷分散サーバー配下の実サーバーで、動的アドレスオブジェクトがサポートでされます。 

 

config firewall vip 

    config realservers 

        set type address <==added 

        set address [firewall.address.dynamic_address] <==added 

    end 

end 

605369 switch-controller managed-switch から igmp-snooping コマンドが削除されます。 

 

config switch-controller managed-switch 

    edit S248EPTF18001384 

        config ports 
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            edit port1 

                get | grep igmp-snooping <==removed 

            next 

        end 

    next 

end 

605951 virtual-wan-link の load-balance で sla-compare-method が削除されます。 

 

config sys virtual-wan-link 

    config service 

        edit 1 

            set mode load-balance 

            set sla-compare-method number <==removed 

        next 

    end 

end 

 

606544 feature-set がフローに設定されている場合は、AV から scan-mode が削除されます。 

 

config antivirus profile 

    edit "av" 

        set scan-mode legacy <==removed 

    next 

end 

607351 antivirus settings 配下の default-db オプションが削除されます。 

 

config antivirus settings 

    set default-db extended <==removed 

    set grayware enable 

    set override-timeout 0 

end 

 

antivirus setting 配下の use-extreme-db オプションは、ミドルエンドおよびハイエンドの FortiGate で

追加されます。 

 

config antivirus settings 

    set use-extreme-db [enable | disable] <==added only on mid- and high-end FortiGates 

    set grayware enable 
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    set override-timeout 0 

end 

607594 antivirus profile 配下で set feature-set オプションが追加されます。サポートされていない機能の値に

基づいて非表示にするために使用されます。 

 

config antivirus profile 

    edit "av" 

        set feature-set [flow | proxy] <==added 

    next 

end 

608185 リソースレコードの制限は、セカンダリ DNS は DNS ゾーンごとに設定可能になります。セカンダ

リ DNS の rr-max 属性が追加されます。 リソースレコードのデフォルトは 16384 で設定値は 10〜

65536 になります。無制限は 0 になります。 

 

config system dns-database 

    edit "secondary" 

        set domain "fm.tvssa.net" 

        set type slave 

        set rr-max 0 

        set ip-master 172.16.78.171 

    next 

    edit "secondary2" 

        set status disable 

        set domain "test.edu" 

        set type slave 

        set rr-max 40000 

        set ip-master 172.16.78.171 

    next 

end 

608942 アプリケーションプロファイル配下に force-inclusion-ssl-di-sigs が追加されます。 

 

config application list 

    edit "app-list-1" 

        set force-inclusion-ssl-di-sigs disable <==added 

    next 

end 

613860 HA プライマリデバイスとセカンダリデバイスが異なる syslog サーバーにログを送信できるように

する vdom-exception 配下にオブジェクトが追加されます。 



 

- 24 - 

 
 

 

config sys vdom-exception 

    edit 1 

        set object log.syslogd.setting <==added 

    next 

    edit 2 

        set object log.syslogd.override-setting <==added 

        set scope inclusive 

        set vdom root 

    next 

end 

613876 ipsec phase1-interface 配下に dhcp-ra-giaddr が追加されます。 

 

config vpn ipsec phase1-interface 

    edit "1" 

        set type dynamic 

        set peertype any 

        set net-device disable 

        set mode-cfg enable 

        set proposal aes128-sha256 aes256-sha256 aes128-sha1 aes256-sha1 

        set dpd on-idle 

        set assign-ip-from dhcp 

        set dhcp-ra-giaddr <==added 

    next 

end 

614198 以下を含むすべての MMS 関連の設定が削除されます。 

・config system replacemsg-group 配下の mms/mm1/mm3/mm4/mm7 が削除されます。 

・config system replacemsg 配下の mms/mm1/mm3/mm4/mm7 が削除されます。 

・config firewall および config firewall 配下の policy mms-profile が削除されます。 

・config antivirus 配下の mms-checksum が削除されます。 

・config firewall 配下の carrier-endpoint-bwl が削除されます。 

・config firewall 配下の config notification が削除されます。 

616860 ocvpn 配下に overlays、forticlient-access、ip-allocation-block、wan-interface、および multipath が追加

されます。 

 

config vpn ocvpn 

    set multipath [enable | disable] <==added 

    set wan-interface <interface name> <==added 
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    set ip-allocation-block x.x.x.x y.y.y.y <==added 

    set sdwan [enable | disable] <==added 

        config overlays <==added 

            edit <overlay name> <==added 

                set inter-overlay [allow | deny] <==added 

           next 

end 

config forticlient-access <==added 

    set status enable <==added 

    set psksecret xxxxxx <==added 

        config auth-groups <==added 

            edit <name> <==added 

                set auth-group <group name> <==added 

                set overlays <overlay name> <==added 

            next 

        end 

end 
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6. Change in default behavior 

以下の内容が変更されます。 

Bug ID Description 

518983 以前の FortiOS6.2 バージョンから 6.4.0 にアップグレードすると、ゼロリファレンスのデフォルト

の WTP プロファイルが削除されます。 

FortiOS 6.4.0 では、デフォルトの WTP プロファイルは、FortiAP が検出または手動で追加されるま

でデフォルトで作成されません。 

537354 shaping-offload が有効になっている場合、NPU への出力インタフェースでオフロードされます。 

573065 コマンドの exe log roll は、どのデバイスフィルタが設定されているかに関係なく、ディスクログ

のみがロールされます。 

587579 VPN IPsec を使用し、リモート IP が空の場合に、ゲートウェイを設定できるようにします 

593122 CSF ルート FortiGate SDN コネクタとオートメーション設定は、CSF ダウンストリーム FortiGate の

CMDB に同期されなくなります。 

598320 config icap server の重複するエントリがあり、ip-addresss、ip-version、および port の組み合わせが重

複している場合、重複する config icap server エントリを削除して、ソースデータ（config icap 

profile）で置き換える必要があります。設定が失われないようにするには、アップグレード前にこ

の手順を実行する必要があります。 

601413 オプション設定として、SD-WAN メンバーの set interface 設定を変更します。 

616158 さまざまな GUI ページ（ログ&レポート、ファブリックコネクタなど）で IP アドレスにカーソル

を合わせると、ツールチップは、国、場所、所有者、解決されたドメインなどを IP に関する追加

情報がユーザーに通知されます。 
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7. Changes in default values 

以下の内容が変更されます。 

Bug ID Description 

548906 wtp-profile のデフォルトの拡張情報設定を無効から有効に変更されます。 

config wireless-controller wtp-profile 

    edit <FAP-Profile> 

        set ext-info-enable enable <==changed 

    next 

end 

585889 wtp-profile のデフォルトのプラットフォームタイプ設定を 220B から 221E に変更されます。  

 

config wireless-controller wtp-profile 

    edit <New profile> 

        config platform 

            set type 221E <==changed 

        end 

    next 

end 

587372 デフォルトのメモリログフィルタの重大度が warning から information に変更されます。 

config log memory filter 

    set severity information <==changed 

end 

588382 tri-radio AP モデル（FAP-U431F / U433F）の場合、シングル 5G モードがデフォルト設定です。 

590510 switch-controller storm-control 配下の unknown-unicast と broadcast のデフォルト値が有効から無効に

変更されます。  

 

config switch-controller storm-control 

    set rate 500 

    set unknown-unicast disable <==changed 

    set unknown-multicast disable 

    set broadcast disable <==changed 

end 

606533 WebUI から FortiGate Cloud をアクティブ化するときのタイムアウトが 10 秒から 20 秒に変更され

ます。 

611695 password-renewal のデフォルト値が無効から有効に変更されます。 

config user radius 
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    edit 1 

        set password-renewal enable <==changed 

    next 

end 

612543 デフォルトのスイッチログレベルが critical から information に変更されます。  

 

config switch-controller switch-log 

    set severity information <==changed 

end 
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8. Changes in table size 

以下の内容が変更されます。 

Bug ID Description 

599271 デスクトップモデルを除いて、他のすべてのプラットフォームの VIP 実サーバーのテーブルサイズ

は次のように増加します。 

・1U プラットフォームが 8 から 16 に増加 

・2U プラットフォームが 32 から 64 に増加 

・ハイエンドプラットフォームが 32 から 256 に増加 

609785 switch-controller.managed-switchFG-1100E / 1101E プラットフォームのスケール番号を 128 から 196

に変更しました。 

611296 サポートされている FAP の数に対応するワイヤレス機能とスケーラビリティが追加されました。 

・FG-200E / 201EWTP テーブルのサイズが 128 から 256 に変更されました 

・FG-3960E / 3980EWTP テーブルのサイズが 4096 から 8192 に変更されました 
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9. New features or enhancements 

以下の内容が変更されます。 

Bug ID Description 

239809 BSS で適切な SNR クライアントを維持することにより、スティッキークライアントが削除されま

す。  

Low SNR-based クライアントは認証が解除され、SNR が向上するまで BSS で許可されません。  

 

config wireless-controller vap 

    edit weak-signal-vap 

        set probe-resp-suppression enable|disable 

        set probe-resp-threshold 

        set radio-sensitivity enable|disable 

        set radio-2g-threshold 

        set radio-5g-threshold 

        set sticky-client-remove enable|disable <==added 

        set sticky-client-2g-threshold <==added 

        set sticky-client-5g-threshold <==added 

    end 

end 

437116 DFS を許可している国の FortiAP U421EV、U422EV、および U423EV モデルに 160MHz チャネルボ

ンディングを使用できるようになります。 

config wireless-controller wtp-profile 

    edit [ FAPU421EV-default | FAPU422EV-default | FAPU423EV-default ] 

        config radio-2 

            set band 802.11ac 

            set channel-bonding 160MHz 

        end 

    next 

end 

456803 FG-140E および FG-140E-POE の仮想スイッチ機能を使用できるようになります。 

457153 証明書とリモート（LDAP または RADIUS）ユーザー名/パスワード認証を使用した SSLVPN サイ

ンオンを使用できるようになります。 

520828 ESXi SDN コネクタで VMWare タグフィルタをサポートします。 VM が分散仮想スイッチに接続

されている場合の分散ポートグループ名によるアドレスの取得とフィルタリングがサポートされま

す。 

529340 メモリサイズの制限をプライベート VM ライセンスから切り離されます。 
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529445 wids-profile に、ap-scan-threshold 設定が追加されます。管理対象の FortiAP デバイスによって検出

および要求される不正 AP の最小信号レベルです。 信号レベルがしきい値よりも高い不正な AP の

みが、FortiGateWiFi コントローラに通知されます。  

 

config wireless-controller wids-profile 

    edit <WIDS-profile-name> 

        set ap-scan enable 

        set ap-scan-threshold "-80" 

    next 

end 

ap-scan-threshold の範囲（dBm）は、-95〜-20（デフォルト= -90）です。  

532168 特定ポートで、クライアントからサーバーへの TCP スリーウェイハンドシェイク後のプロキシト

ラフィックがサポートされます。 

CLI の変更: 

・プロトコルオプションと SSL-SSH プロファイルの proxy-after-tcp-handshakeオプションが追加さ

れます。 

553382 トランザクション操作で REST API がサポートされます。 

538760 API を監視して、SLBC クラスターのチェックサムステータスを確認します。 

新しい API(monitor/system/config-sync/status)が追加されます。  

544704 FortiAP-U431F および FortiAP-U433F の 802.11ax サポートされます。  

・Tri-radio がサポートされます 

・Radio mode 11ax がサポートされます 

・Dual 5G and single 5G mode がサポートされます 

・HE (high efficiency)/160 MHz bandwidth/TWT がサポートされます 

550911 Monitor ページと FortiView ページを統合します。 

FortiView および Monitor エントリはナビゲーションバーから削除されます。ほとんどはページ下部

のデフォルトダッシュボードにウィジェットとして表示されるようになります。  

例外は次のとおりです。 

・WiFi クライアントモニターに改名し、WiFi＆スイッチコントローラーセクションに移動されま

す。 

・機能が有効になっている場合でもモニター配下にモデムと WAN の選択ページが表示されます。  

553372 管理アクセスでは、CAPWAP と FortiTelemetry が FabricConnection というラベルの付いた 1 つのオ

プションに統合されます。特定のインターフェイスで CAPWAP または FortiTelemetry のいずれかが

有効になっている場合、アップグレード後に新しいファブリックオプションが有効になります。 

557614 NSX-Tv2.4:East/Westtraffic が FortiGate でサポートされます。 

558464 SAML 構成を SecurityFabric メニューに移動します。 
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・セキュリティファブリック設定ページの詳細オプションボタンを使用して、SAML 設定ページを

スライドに移動します。 

・セキュリティファブリックと SAMLSSO 設定ページのスライドで、SAMLtoggle といくつかの基

本フィールド（SP のデフォルトのログインページとデフォルトのログインプロファイル、IdP 証明

書）を表示します。このようにして、ダウンストリーム SSO を有効にするワークフローをルート

FortiGate から実行できます。バックエンドは SP が自動設定されます。 

・ルートが IdP の場合、FortiGate で SSO が設定されていない場合、トポロジツリーに警告メッセ

ージボックスが表示されます。[設定]ボタンはオレンジ色で、警告メッセージボックスと一致しま

す。 

560138 外部 IP リスト（脅威フィード）オブジェクトのサポートがセキュリティポリシーに追加されま

す。 

562394 EMS クラウドがサポートされます。 

・FortiClientEMS テーブルに CMDB 属性の fortinet-one-cloud-authentication が追加されます。 

・デバッグイメージ用の FortiClientNAC デーモンに curlverbose 診断デバッグが追加されます。 

・user.fsso テーブルに属性を入力するための fortiems-cloud オプションが追加されます。 

568528 スイッチコントローラに IPv4 ソースガードが追加されます。 

FortiSwitch に静的な ip-source-guard エントリが CLI コマンドで追加されます。 

・この機能により、物理スイッチおよびトランクポートにソースガードエントリが設定できます。 

・ソースガード IP は、すべてのポートのソースガードエントリごとに一意である必要がありま

す。 

・バインディングエントリは、port_name を親キーとする第 2 レベルのテーブル（switch_id がベー

ス）です。削除されたイベントはスイッチレベルで機能しますが、第 2 レベルのテーブルでは、

grandparentcontext も保存する必要があります。不透明（OPAQUE）データフィールドがキューノー

ドに作成され、対応する flcfg_add_event_queue と flcfg_delete_sw_event_queue がそれに応じて変更

されます。 

・flcfg_add_event_queue へのすべての呼び出しが変更されます。 

・このコマンドで発生するイベントは 2 種類あります。 

ポートレベル情報変更用の FLCFG_MSW_CMF_SOURCE_GUARD_UPDATE と、バインディングエ

ントリレベル情報変更用の FLCFG_MSW_CMF_SOURCE_GUARD_ENTRY_UPDATE です。 

569708 動的アドレスの FSSO をサポートし、ClearPass エンドポイントコネクタがサポートされます

（FortiManager 経由）。 

CLI の変更: 

・authd デーモンからの FSSO 動的アドレスを表示するコマンドを追加されます。 

Diagnose debug authd fsso show-address 

・diagnose firewall dynamic を実行して、アドレス名として 1 つのオプションパラメータを受け入れ

ます。 

diagnose firewall dynamic list 

diagnose firewall dynamic address 
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・ファイアウォールアドレスの FSSO サブタイプが追加されます。 

config firewall address 

    edit<name> 

        set sub-type fsso 

    next 

end 

 

GUI の変更 

・アドレスダイアログページ 

・FSSO とファブリックコネクタのどちらかを選択するための新しいサブタイプフィールド 

・アドレスグループを選択するための新しい FSSO グループフィールド 

・アドレス一覧ページ 

・新しい FSSO 動的アドレスのツールチップは解決されたアドレスがサポートされます 

・詳細欄には、アドレスのアドレスグループが表示されます 

570207 ファイアウォールおよび SSLVPN 認証で SAML メソッドがサポートされます。 

 

CLI の変更: 

・SAML ユーザーの新しい CLI 設定を追加 

config user saml 

    edit * 

    set ? 

        cert Certificate to sign SAML messages. 

        *entity-id SP entity ID. 

        *single-sign-on-url SP single sign-on URL. 

        single-logout-url SP single logout URL. 

        *idp-entity-id IDP entity ID. 

        *idp-single-sign-on-url IDP single sign-on URL. 

        idp-single-logout-url IDP single logout url. 

        *idp-cert IDP Certificate name. 

        user-name User name in assertion statement. 

        group-name Group name in assertion statement. 

    next 

end 

571639 ポリシールートの変更： 

・ルーティングモニター>ポリシー、ポリシールートリスト、および SD-WAN ルールページにヒッ

ト数列と最終使用日列が追加されます。 

SD-WAN インタフェース： 
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・ナビゲーションバーの SD-WAN を SD-WAN インタフェースに変更されます。 

・SD-WAN インタフェース一覧を円グラフ上部の全ページ一覧に変換されます。 

・セッション、アップロード、ダウンロード（帯域幅）、送信バイト数、受信バイト数の列をテー

ブルに追加されます。 

・編集ダイアログはスライドインではなくなったため、他の全ページリストと一貫性があります。 

 

SD-WAN ルール： 

・現在 SD-WAN で選択されているインタフェースの横にチェックマークが追加されます。 

・チェックマークはメンバーが選択されているツールチップです。理由（パフォーマンスが最もよ

く測定されている/ほとんどの SLA に適合している）は、ベストパフォーマンス（優先度）および

SLA（SLA /負荷分散）戦略についてさらに説明されます。 

・複数のメンバーを同時に選択した場合、モードが負荷分散でない限り、GUI は最高ランクのメン

バーのみをマークされます。 

・SD-WAN メンバーのオムニセレクトツールチップのヘルスチェック/ SLA 統計表を追加されま

す。 

・Edit ダイアログで、ストラテイジーズフィールドがカードに変更され、各ストラテイジーを簡単

に説明できるようになります。 

・Edit ダイアログにガターを追加しました。ガターには、ルールの最終使用回数とヒット数が含ま

れます。 

・ガターには、現在 SLA に選択されているメンバーの統計を示す表も含まれます。 

・手動モードで選択される複数のメンバーのサポートが追加されます。 

 

パフォーマンス SLA： 

・IPv4DNS プロトコルのサポートが追加されます。 

・システム DNS 使用のサポートが追加されます。GUI でシステム DNS サーバーが表示されます。 

・サポートセットメンバー0 は、すべての SD-WAN メンバーがヘルスチェックに参加することを

意味します。 

571642 SD-WAN ルールの相関関係が改善されます。 

573176 スニファトラフィックログで宛先 MAC アドレスをサポートされます。 

573568 FortiGate Azure HA の場合、異なるリソースグループに割り当てられているパブリック IP とルーテ

ィングテーブルのエントリが変更されます。 

Azure HA シナリオでは、EIP およびルートテーブルのフェイルオーバーは SDN コネクタ構成で指

定されます。 新しい属性 resource-group が追加されます。ユーザーは EIP またはルートテーブルの

元となるリソースグループを指定できます。新しい属性は空にすることができるため、アップグレ

ードコードは必要ありません。 

EIP またはルートテーブルのリソースグループが指定されていない場合、リソースは SDN コネク

タの同じリソースグループ設定からのものであると見なされます（設定がない場合は、インスタン

スメタデータから取得することにより、FortiGate 自体と同じリソースグループと仮定されます。） 
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CLI の変更： 

・resource-group を追加します。 

573993 FortiAnalyzer クラウドベースサブスクリプションの UTM ログが追加されます。 

CLI の変更： 

・デフォルトの FortiAnalyzer クラウドフィルターが有効に設定されている 

構成ログ fortianalyzer-クラウドフィルター 

構成ログ fortianalyzer-cloud フィルター内のほとんどのオプションはデフォルトで無効になってお

り、変更できません。デフォルトは有効となっており変更できます。 ライセンスベースの制限は

引き続き適用されますが、構成を使用して FortiAnalyzerCloud に送信されるログを調整できます。 

例外は dlp-archive オプションです。これは引き続き無効に設定されており、変更できません。 

574376 IPv4 および IPv6 ポリシー設定が統合されます。  

 

CLI の変更： 

・policy6 削除、関連機能・属性削除 

・consolidated.policy が削除され、関連する機能と属性が削除されます 

・system.settings.consolidated-firewall-mode が削除され、関連する機能と属性が削除されます 

・両方のポリシーが firewall.policy にマージされます 

・ips、wad、sslvpn、ocvpn、dnsproxy、voip、urlfilter、proxy、scanunit、authd、snmp、updated、

miglogd などのポリシーマージに関連するアプリケーションの変更されます 

 

GUI の変更： 

・IPv4 ポリシーと IPv6 ポリシーのメニュー項目が削除され、新しいファイアウォールポリシーメ

ニューで両方を設定できるようになります。 

575770 IPS カスタム署名の長さが 4096 に増えます。 

576381 セッションインターフェイスでシェーピングプロファイルが有効になっている場合は、NPU オフ

ロードが自動的に無効になります。 

576938 FGSP（L3 クラスター）と FGCP（L2 クラスター）を組み合わせた IKE HA サポートが追加されま

す。 FGCP クラスターと FGSP クラスター間の同期が修正され、IPsec トンネルをフェイルオーバ

ーする実際の機能が保証されます。 

577000 FortiGate デバッガーChrome 拡張機能がサポートされます。 

この拡張機能により、GUI バグレポートの品質が向上します。 拡張機能は FortiOS と通信し、ユ

ーザーがキャプチャを実行できるようになります。 キャプチャには次のものが含まれます（ただ

し、これらに限定されません）。 

・スクリーン録画 

・デバイスメタデータ 

・クライアント（ブラウザ）のメタデータ 

・HTTP ネットワークログ 
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・JavaScript コンソールログ 

・各種デーモンログ 

・クライアントのメモリと CPU 使用率 

・デバイスのメモリと CPU 使用率 

577730 transparent モードでのアップストリーム/チェーンプロキシの認証がサポートされます。 

578099 FortiAP-231ENPI モデルの FortiAP プロファイルがサポートされます。 

 

CLI の変更： 

・FAP-231ENPI プラットフォームの wtp-profile サポートを追加されます。 

・マルチモード：U43xF と同じシングル 5G とデュアル 5G ですが、若干の違いがあります。 

・シングル 5G 

・ラジオ 1 は 2.4GHz で動作します 

・ラジオ 2 は 5GHz で動作します 

・ラジオ 3 をモニターモードに設定 

・デュアル 5G 

・ラジオ 1 は 5 GHz で動作し、より高いスペクトルのチャネルが使用されます（> = 64） 

・ラジオ 2：5 GHz で動作し、より低いスペクトルのチャネルが使用されます（<64） 

・ラジオ 3：AP モードに設定可能 

・新しい wtp-profile プラットフォームプロパティの ddscan 

・FortiGate は FAP-231E に地域コード E、I、V、Y、D で DFS チャネルを設定します。 

・3-radio AP モデルのデフォルトモードはシングル 5G になります。 

 

GUI の変更： 

・FAP-231E プラットフォームの GUI サポートが追加されます。 

・新しい GUI オプション、ddscan プラットフォームプロパティに対応する専用スキャン 

・専用スキャンを有効にした場合： 

・モニターモードはラジオ 3 専用になります 

・デュアル 5G の radio 3 の AP モードはありません 

・radio 1、2 の WIDS プロファイル設定はありません 

 

API の変更： 

・/api/v2/monitor/wifi/ap_platforms 

・マルチモードプラットフォームに対応するため、無線プロパティがオブジェクトからアレイに変

更されます。最初の要素はシングル 5G で、2 番目の要素はデュアル 5G プラットフォームの無線

構成です。非マルチモードプラットフォームの場合、配列の長さは 1 です。  

578643 この機能は、デバイスを隔離できるようにすることで FortiSwitch の隔離機能を拡張しますが、デ

バイスが検出された VLAN に留まります。 デバイスを VLAN に隔離するオプションは引き続き使

用できます。 
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578643 ユーザーのワークフローの傾向をマッピングするための OCVPN の GUI が変更されます。 

579484 OCVPN スポークを、既存のオーバーレイにのみ参加するように制限されます。 

579899 SNMP クエリとトラップを介した DHCP プールの監視をします。 

 

・以下の DHCP サーバーに SNMP クエリ OID（1.3.6.1.4.1.12356.101.23）が追加されます。 

・OID：1.3.6.1.4.1.12356.101.23.1.1 

・FORTINET-FORTIGATE-MIB：fortinet.fnFortiGateMib.fgDhcp.fgDhcpInfo.fgDhcpServerNumber 

・OID：1.3.6.1.4.1.12356.101.23.2.1.1.2 

・FORTINET-FORTIGATE-MIB：

fortinet.fnFortiGateMib.fgDhcp.fgDhcpTables.fgDhcpTable.fgDhcpEntry. 

fgDhcpLeaseUsage 

・3 つの DHCP イベント（DHCP サーバーが IP プールを使い果たしている、IP アドレスがすでに

使用されている、または DHCP クライアントインターフェイスが NAK を受信した）に対して 1 つ

の SNMP トラップ（1301）が追加されます。 

・CLI で、SNMP のイベント設定に dhcp オプションが追加されます。 

580048 NetFlow は HA 予備マネージメントインターフェースを使用します。 

580889 FortiOS VM プラットフォームで DPDK がサポートされます。 

581409 管理者がスイッチコントローラによって自動生成された VLAN のいくつかの設定オプションを変

更できるようになります。この変更は、VLAN の作成時に適用されます。 

581412 スイッチコントローラと FortiSwitch ネットワークで状態監視する設定に自動検出と推奨事項が追

加されます。 管理者は推奨事項を受け入れて、自動的に適用されます。 

581742 NAC ポリシーの共有セットを使用して、統合された FortiGate ネットワークアクセス制御（NAC）

機能を FortiAP および FortiSwitch ネットワークに提供されます。 NAC ポリシーは、ユーザーデバ

イスリストのデータに基づいて適用できます。 

582241 フィッシング防止機能が追加されます。 初期実装では、着信した HTTP 要求を解析し、既知の情

報を探し、一致する場合は設定されたアクションを実行することにより、WAD に機能が追加され

ます。 

582691 ssl-ssh-profile の SSL および証明書オプションが拡張されます。 

 

config firewall ssl-ssh-profile 

    edit "custom-deep-inspection" 

        set comment "Customizable deep inspection profile." 

        config ssl 

            set inspect-all disable 

        end 

        config https 

            set ports 443 
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            set status deep-inspection 

            set proxy-after-tcp-handshake disable 

            set client-certificate bypass 

            set unsupported-ssl-cipher allow       <==added 

            set unsupported-ssl-negotiation allow  <==added 

            set expired-server-cert block          <==added 

            set revoked-server-cert block          <==added 

            set untrusted-server-cert allow 

            set cert-validation-timeout allow      <==added 

            set cert-validation-failure block      <==added 

            set sni-server-cert-check enable 

        end 

    next 

end 

583851 dhcp-option82-insertion が有効になっている場合、dhcp-option82-circuit-id-insertion に新しい style-3 オ

プションを追加します。 

style-3 は、NETWORK-TYPE：WTPPROF-NAME：VLAN：SSID：AP-MODEL：AP-HOSTNAME：

AP-MAC で構成される ASCII 文字列です。 

config wireless-controller vap 

    edit br-vap 

        set dhcp-option82-insertion enable 

        set dhcp-option82-circuit-id-insertion style-3 <==added 

    next 

end 

587870 route-map 配下に match-vrf が追加されます。 

 

config router route-map 

    edit <name> 

        config rule 

            edit <id> 

                set match-vrf Match VRF ID. <==added 

            next 

        end 

    next 

end 

Add vrf-leak under BGP configuration. 

 

config router bgp 
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    config vrf-leak added 

        edit <id> added 

            config target added 

                edit <id> added 

                    set route-map <==added 

                    set interface <==added 

                next 

            end 

        next 

    end 

end 

 

clear routevrf-leak コマンドを追加します。 

・execute router clear bgp all vrf-leak 

・execute router clear bgp all soft vrf-leak 

588083 IoT 検出を改善するために、デバイス識別署名で MAC と重みがサポートされます。 すべてのデバ

イス識別署名が次のように更新されます。 

・デバイスの MAC アドレスを署名のキーの一部にすることで、他の方法では同一である署名を

MAC アドレスで区切ることができ、正しいデバイスを識別できるようになります。 

・すべてのシグニチャに、新しいルールのコンポーネントとして使用される重み（0〜255）が許可

されます。これは、あるシグニチャの結果が別のシグニチャの結果をオーバーライドするタイミン

グが決定されます。 

589374 クライアント DHCP オプションが追加されます。 

 

config system interface 

    edit wan1 

        set mode dhcp 

        .... 

        config client-options 

            edit 1 

                set code 60 

                set type {hex | string | ip | fqdn} 

                set value|ip "xxxxxx" 

            next 

        end 

    next 

end 

591567 SNMPv3 の SHA2 アルゴリズムがサポートされます。 



 

- 40 - 

 
 

592214 セッション所有者に戻るトラフィックがピアインターフェイスを介して UDP にカプセル化され

る、FGSP の非対称トラフィックの UTM 検査がサポートされます。 

592220 WiFi クライアントの IPv6 トラフィックは、トンネルモードとローカルブリッジモードの SSID で

サポートされます。 

VAP 設定配下に新しい IPv6 抑制ルールが追加されます。 

 

config wireless-controller vap 

    edit vap-ipv6 

        set ipv6-rules drop-icmp6ra drop-icmp6rs drop-llmnr6 drop-icmp6mld2 drop-dhcp6s drop-dhcp6c 

ndp-proxy drop-ns-dad drop-ns-nondad  

    next 

end 

593148 AngularJS と muTable を使用するようにインタフェース関連のページが更新されます。 

 

インタフェースリスト： 

・右上隅のラジオボタンにより、ユーザーはタイプ、役割、並べ替えリストによるグループ化をア

ルファベット順に切り替えることができなくなります。代わりに、次のオプションを含むドロップ

ダウンがあります。 

・タイプ別グループ 

・ゾーンごとのグループ化 

・ステータスごとにグループ化、 

・役割別グループ化 

・グループ化なし 

・ゾーンは親子関係をサポートされなくなります。 

・DHCP サーバーの列は、DHCP クライアントと DHCP 範囲の 2 つの列に分かれています。 

・CSF サポートが追加されました。ダウンストリームデバイスに切り替えると、リストとフェイス

プレートの両方が更新されます。 

・VDOM の場合、管理者は自分が所属する VDOM のインタフェースに関する完全な情報のみを表

示できます。これは、複数の VDOM にアクセスできる管理者にも適用されます。 

・VLAN スイッチングに対応している機器では、VLAN スイッチモードの切り替えがリストページ

から削除されます。これで、システム> 設定配下に表示されます。 

・フェイスプレートはページ読み込み時に自動更新されなくなります。自動更新の場合、ユーザー

は右下隅のボタンから muTable 更新機能を有効にする必要があります。 

 

インターフェイスダイアログ： 

・管理アクセスでは、CAPWAP と FortiTelemetry が FabricConnection というラベルの付いた 1 つの

オプションに統合されます。 
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・セカンダリ IP アドレスの切り替えが「その他」セクションから「アドレス」セクションに移動

されます。 

・デバイスのホスト名、デバイスが属するインタフェース、および関連するヘルプリンクを表示す

るガターが追加されます。 

 

CLI の変更： 

・システムインターフェースでアクセスできるように、フォーティテレメトリーとキャップワップ

をファブリックに統合されます。 

593216 Internet of Things（IoT）をより正確に検出するために、新しい FortiGuard サービスは、デバイスの

IoT 識別の大規模なデータベースが提供されます。 ローカルの FortiGate で、FortiAP および

FortiSwitch ネットワークを介して検出されたデバイスは、FortiGuard IoT デバイスデータベースで

クエリを実行して、識別を強化できます。 

593262 新しい VDOM を作成するときに、CLI にプロンプトが追加されます。 

593694 バックエンドの実装により、セキュリティファブリックのルート FortiGate は、ディスク上のデー

タベースに履歴ユーザーおよびデバイス情報を保存できます。 

596870 IEEE 802.1ad（QinQ）機能のカーネルサポートを追加します。 

以前は、802.1Q 仕様では、単一の VLAN ヘッダーをイーサネットフレームに挿入できました。 新

機能により、もう 1 つの VLAN タグを 1 つのフレームに挿入できます。 

597159 OpenStack で使用するために KVM プラットフォームで自動スケール機能が有効になります。 

597685 FortiOS 6.2.3 および 6.4.0 以降、1 つの年間契約 SKU には、VM ベースと FC サービスバンドルの 1

つが含まれます。 BYOL（bring-your-own-license）であり、VMware ESXi、KVM、Hyper-V、

Xen、AWS、Azure、Azure Stack、GCP、OCI、Alibaba Cloud、Rackspace、VMware NSX-T、および

Nutanix がサポートされます。 

599826 FSSO を EMS コネクタの REST API に置き換えられます。 

599925 FAP-U プラットフォームで 5GHz 無線の DFS ゼロ待機機能を有効/無効にするオプションが追加さ

れます。 

 

config wireless-controller wtp-profile 

    edit "FAPU431F-default" 

        config platform 

            set type U431F 

        end 

        set handoff-sta-thresh 30 

        config radio-1 

            set band 802.11ax-5G 

            set zero-wait-dfs [enable | disable] <==added, default is enable 

        end 
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        config radio-2 

            set band 802.11ax 

        end 

        config radio-3 

            set mode monitor 

        end 

    next 

end 

600474 新機能で外部キャプティブポータルタイプのローカルブリッジモード VAP で local-standalone を有

効にできます。 

config wireless-controller vap 

    edit "lo-sd-cap" 

        set ssid "local-stand-cap" 

        set security captive-portal 

        set external-web "https://172.18.56.163/portal/index.php" 

        set radius-server "peap" 

        set local-standalone enable <==added 

        set local-bridging enable 

        set portal-type external-auth 

    next 

end 

601214 NAT を介した ADVPN ピアツーピアショートカットがサポーされます。 

このソリューションは、エンドポイントに依存しないマッピングを使用する RFC4787 準拠の NAT

の穴あけサポートが提供されます。 特定の送信元 IP /ポートについて、スポークツースポークショ

ートカットなどの他のエンドポイントと通信するときに、ハブによって監視される NAT マッピン

グは変更されません。 

603145 GUI の変更： 

・無線を監視モードに設定すると、FortiAP の[詳細を表示]ページでスペクトル分析タグが有効に

なります。 タグは、2.4G および 5G 帯域のスペクトルスキャン結果を表示します。 

CLI の変更： 

・AP のスペクトルデータを表示する get コマンドを追加されます。 

get wireless-controller spectral-info <wtp_id> <radio_id> 

・exec コマンドを追加してスペクトル分析を開始します。 

exec wireless-controller spectral-scan <wtp_id> <radio_id> <on/off> <duration(s)> <channels> <report-

interval> 

603216 SD-WAN モニターが ADVPN ショートカットで動作することを許可します。 
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この機能拡張により、SD-WAN はスポークツースポーク間のショートカット VPN のリンク品質を

監視できます。 スポーク間の SD-WAN サービスルールは、SLA パフォーマンスに正確に依存し

て、使用するリンクを決定できます。 

 

CLI の変更： 

・レイテンシとジッターを計算するために、構成可能なプローブカウントを最新のプローブの数と

して追加されます。 

・この新しいオプションは、config system virtual-wan-link> config health-check> edit health-check 配下

にあります。 

604813 Wi-Fi コントローラーに apcfg-profile を追加して、FortiAP ローカル構成を保存して FortiAP ユニッ

トにプッシュできるようになります。 

 

config wireless-controller apcfg-profile <==added 

    edit [Profile Name] <==added 

    next 

end 

config wireless-controller wtp-profile 

    edit "FAP423E-default" 

        config platform 

            set type 423E 

        end 

       set apcfg-profile "FAP423E-apcfg" <==added 

    next 

end 

この機能は現在、最新の 6.4 ファームウェアを搭載した FAP-W2 / S モデルにのみ適用できます。 

605339 FGSP の暗号化オプションが追加されます。 

605577 FG-VM で 24 のインタフェースがサポートされます。 

605709 NPI プラットフォーム、FAP-431F および FAP-433F 用に新しいプロファイルが追加されます。 

 

config wireless-controller wtp-profile 

    edit "FAP433F-default" 

        config platform 

            set type 433F <==new type 

            set ddscan enable 

        end 

        set handoff-sta-thresh 55 

        config radio-1 

            set band 802.11ax,n,g-only 
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        end 

        config radio-2 

            set band 802.11ax-5G 

        end 

        config radio-3 

            set mode monitor 

        end 

    next 

    edit "FAP431F-default" 

        config platform 

            set type 431F <==new type 

            set ddscan enable 

        end 

        set handoff-sta-thresh 55 

        config radio-1 

            set band 802.11ax,n,g-only 

        end 

        config radio-2 

            set band 802.11ax-5G 

        end 

        config radio-3 

            set mode monitor 

        end 

    next 

end 

607855 IoT デバイス識別のための新しいサブスクリプションサービスが使用できるようになります。 

608856 FortiGate によって管理される FortiAP の場合、新しいレイヤ 3 アクセスコントロールリスト

（ACL）をブリッジまたはトンネルモードの SSID に適用できます。 これは、6.4.0 の FortiAP-S と

FortiAP-W2、および 5.4.3 の FortiAP-C プラットフォームでサポートされます。 

 

config wireless-controller access-control-list <==added 

    edit "ACL-1" 

        config layer3-ipv4-rules 

            edit 10 

                set dstaddr 172.16.200.44/255.255.255.255 

                set action deny 

            next 

            edit 20 



 

- 45 - 

 
 

                set protocol 1 

                set action deny 

            next 

            edit 30 

                set dstport 21 

                set action deny 

            next 

        end 

    next 

end 

config wireless-controller vap 

    edit "wifi.fap.01" 

        set ssid "starr-ssid.fap.01" 

        set passphrase xxxxxxxx 

        set local-bridging enable 

        set access-control-list "ACL-1" <==added 

    next 

end 

609167 FortiGate は、管理対象 FAP ごとにレポートインデックスを割り当てるため、FAP はクライアン

ト、不正 AP、および不正ステーションの情報を順番に送信できます。 これにより、CPU 使用率

のバーストを防ぎ、すべての FAP からのレポートを同時に処理できます。 これは目に見える機能

ではありません。 これはバックエンドの最適化機能です。 

610146 FortiAP ユニットが参加した後、イメージのダウンロードによってアップグレードしながら、

FortiGate に保存されている指定のファームウェアバージョンにアップグレードするためのプロビジ

ョニングが追加されます。 

config wireless-controller wtp 

    edit "FP423E3X16000020" 

        set admin enable 

        set firmware-provision "6.4.0412" <==added 

        set wtp-profile "FAP423E-default" 

        config radio-1 

        end 

        config radio-2 

        end 

    next 

end 
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今回の変更により、ディスク内蔵の FortiGate は、FAP モデルごとに、以前の 1 つではなく、最大 4

つのバージョンのファームウェアを保持できるようになります。 ディスクが内蔵されていない

FortiGate は、以前と同じように 1 つのバージョンを保持できます。 

610191 この変更は、CLI と GUI の両方に対する複数の動作の変更が含まれます。 

・デフォルトの自動化ルールを追加します（工場出荷時のリセット後）。  

FortiExplorer プッシュ通知を除いて、これらはすべてデフォルトで無効になります。 

・自動化のための新しい着信 Webhook トリガーが追加されます。 

・E メールエラー設定ページを削除されます。 

・新しい POST の API を追加されます。 

/api/v2/monitor/system/Automation-stitch/webhook/<triggermkey> 

611391 IPsec インタフェースの mtu-override が許可されます。 

 

config system interface 

    edit ipsec-tunnel-1 

        set type tunnel 

        set mtu-override enable/disable <==added 

        set mtu 1400 <==added 

    next 

end 

612176 SD-WAN ヘルスチェックプローブパケットの diffserv コード設定がサポートされます。SD-WAN ヘ

ルスチェックパケットが送信されると、set diffservcode コマンドを使用して Differentiated Services 

Code Point（DSCP）を設定できます。 

 

config system virtual-wan-link 

    config health-check 

        edit h1 

            .... 

            set diffservcode <6-bits binary, range 000000–111111> 

            next 

        end 

    next 

end 

615615 VLAN プローブツールの目的は、インターネットにアクセスできないときに WiFi の問題があるか

どうかを顧客が判断できるようにすることです。 FortiGate と FortiAP は連携して、利用可能なす

べての VLAN をスキャンし、お客様が実際のインターネットの問題を見つけられるようになりま

す。 

615982 Security Fabric > Settings ページが簡素化されます。 
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セキュリティファブリック設定ページの名前がファブリックコネクタに変更され、その下のすべて

の設定が個別のカードとして表示されます。ファブリックコネクタメニューエントリの名前が変更

され、外部コネクタとして表示されます。 

 

・ファブリックコネクタは、さまざまなフォーティネット製品（FortiSandbox、FortiManager、

Cloud Logging など）を備えた外部コネクタと同様のカードビューになります。 

・すべてのカードは、すべての構成設定のダイアログではなく、独自のダイアログに移動します。 

・CSF のサポートはこのバージョンでは追加されません。 

・編集ダイアログビューからの混乱を減らすために、さまざまな統計と接続結果がメインダイアロ

グからガターに移動されます。 

617574 WiFi & Switch Controller > WiFiClients ページから WiFi ステーションのデータを分析すると、新しい

スライドページが作成され、信号の状態やログなど、ステーションの詳細な概要が表示されます。 
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10. 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。 

6.4.0 では、デバイス検出に関連する GUI 機能が再配置されます。 

 

 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 6.4.0 

FortiClient FortiClient 6.4.0 

FortiClient EMS FortiClient EMS 6.4.0 

FortiAP FortiAP 5.6.5 以降 

FortiSwitch FortiSwitch 3.6.11 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。 
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 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 6.0 MR4 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、5.6.2 以前のバージョンの AWS用 FortiGate VM との互換性の問題があります。 FortiOS 

6.0 MR4 イメージを 5.6.2 以前の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。 

FortiOS 6.0 MR4 から 5.6.2以前の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。 

 

C5 / C5d / C5n / F1 / G3 / G4 / H1 / I3 / I3en / Inf1 / m4.16xlarge / M5 / M5a / M5ad / M5d / M5dn / M5n / P2 

/ P3 / R4 / R5 / R5a / R5ad / R5d / R5dn / R5n / T3 / T3a / u-6tb1.metal / u-9tb1.metal / u-12tb1.metal / u-

18tb1.metal / u-24tb1.metal / X1 / X1e / z1d 

 

回避策は、インスタンスを停止し、タイプを非 ENA ドライバーNIC に変更することです。 
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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 6.4.0 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。6.4.0 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 6.4.0 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。 

 

 WanOpt configuration changes in 6.4.0 

ポート設定はプロファイルプロトコルオプションで行われます。 HTTPS設定は、ファイアウォールポリシー

で certificate inspection の設定する必要があります。 

FortiOS 6.4.0 では、set ssl-ssh-profilecertificate-inspection をファイアウォールポリシーに追加する必要があ

ります。 

 

config firewall policy 

    edit 1 

        select srcintf FGT_A:NET_CLIENT 

        select dstintf FGT_A:WAN 

        select srcaddr all 

        select dstaddr all 

        set action accept 

        set schedule always 

        select service ALL 

        set inspection-mode proxy 

        set ssl-ssh-profile certificate-inspection 

        set wanopt enable 

        set wanopt-detection off 

        set wanopt-profile "http" 

        set wanopt-peer FGT_D:HOSTID 



 

- 53 - 

 
 

    next 

end 

 

 IPsec interface MTU value 

IPsec インタフェースは、6.2 からのアップグレード後に異なる MTU 値を計算する場合があります。 

この変更により、アップグレード後に OSPFネイバーが確立されなくなる可能性があります。 回避策は、

OSPFインタフェースの設定で有効になるように mtu-ignore を設定することです。 

 

Interface 設定： 

 

config router ospf 

    config ospf-interface 

        edit "ipsce-vpnx" 

            set mtu-ignore enable 

        next 

    end 

end 

 

 Virtual WAN link member lost 

mgmtインタフェースがアップグレード前に dedicated-to management の設定されている場合、virtual-wan-

linkのメンバーはアップグレード後に失われます。 
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11. 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 Endpoint Telemetry ライセンスおよびフォーティネットセ

キュリティファブリックのアップグレードの重要な互換性情報を

参照してください。 

FortiClient for MacOS X FortiClient Endpoint Telemetry ライセンスおよびフォーティネットセ

キュリティファブリックのアップグレードの重要な互換性情報を

参照してください。 

FortiClient for Linux FortiClient for Linux は、Ubuntu 16.04 以降、Red Hat 7.4 以降、およ

び CentOS7.4 以降でサポートされています。 

FortiClient を IPsecVPN または SSLVPN にのみ使用している場合

は、FortiClient バージョン 6.0 以降がサポートされています。 

FortiClient for iOS FortiClient 6.4.0 以降 

FortiClient for Android and VPN Android FortiClient 6.4.0 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。 
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 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。 

 

 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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12. 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 44 

Mozilla Firefox Version 72 

Google Chrome Version 80 

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 44 

Mozilla Firefox Version 74 

Google Chrome Version 80 

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 74 

Google Chrome version 80 

Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Edge 

Mozilla Firefox version 74 

Google Chrome version 80 

Linux CentOS 6.5 / 7 (32-bit & 64-bit) 

Ubuntu 16.04 / 18.04 

Mozilla Firefox version 54 

OS X Catalina 10.15.2 Apple Safari version 13 

Mozilla Firefox version 74 

Google Chrome version 80 

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 Hypervisor 8.1 Express Edition, Dec 17, 2019 

Linux KVM Ubuntu 18.0.4 LTS, 4.15.0-72-generic, QEMU emulator version 

2.11.1(Debian 1:2.11+dfsg-1ubuntu7.21) 

Microsoft Windows Server 2012R2 with Hyper-V role 

Windows Hyper-V Server 2019 

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 

次の NIC チップセットカードがサポー

トされています。 

Intel 82599 

Intel X540 

Intel X710/XL710 

 

 


