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ネットワーク接続制御アプライアンス GoNET-MIS 

リリースノート 
 

このリリースノートは、バージョンアップにおいて追加される機能や改善事項をお知らせするもの

です。 

 

 バージョン 

2.0.0 

 

 追加機能 

1. HTTPS 対応 

1-1. 管理画面を SSL プロトコルによってセキュアな接続が可能になりました。 

これまで通り HTTP アクセスも可能です。 

◇GoNET-MIS 管理画面 URL 

https://[GoNET-MIS の IP アドレス]/gonet-mis/ 

1-2. HTTPS のインターネットサイトからリダイレクトが可能になりました。 

これまで、HTTPS のサイトへアクセスした未許可の端末には、「ページが表示でき

ません」と表示され、「ネットワークご利用案内画面」の表示やリダイレクトができな

かった問題を解決しました。 

※その際、セキュリティ警告メッセージが表示されます。これは、セキュリティ証明

書が信頼された証明機関から発行されたものではなく、自己署名している証明書

の場合に、「この Webサイトのセキュリティ証明書には問題があります。」といった内

容の警告が表示されることがあります。 

このような警告が表示された場合には、「例外として扱う」とすることで Web サイトの

閲覧を続行できます。 

 

2. ping 通信確認 

ping 通信確認が可能になりました。 

 

3. 計画シャットダウン 

日時を指定して、自動シャットダウンを行うことができるようになりました。 

計画停電時などにご利用いただけます。 
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4. USB メンテナンス 

USBメンテナンスは、USBメモリを使った有事の際に迅速でPCレスで復旧可能とする機

能です。現用機に USB メモリを挿し込み、定期的にバックアップを行い、故障した場合に

予備機に挿し込み Config の反映／ファームアップを行う仕組みです。 

 接続された USB メモリに定期的に Config 内容をバックアップします。 大１日３回

の指定が可能です。 

 バックアップ内容は現在の設定内容(ライセンス情報、ログ情報含む)のみです。 

 バックアップ適用の際に、代替機にはもとの運用機のライセンス情報が設定されま

す。 

 2 つのポートのどちらに取り付けてもよいが、取り付け出来る USB メモリは 1 つのみ

で、予め PC 上にてフォーマットを行なっておく必要があります。(FAT16/FAT32) 

 この際に容量が足りない、2 つ以上の USB メモリ、認識できないデバイスの接続な

どを確認した場合エラーになるため再度取り付け直しが必要です。 

※ 利用する USB メモリの 小容量は 128M 以上です。 

 USB メモリには予めオフライン用のアップデートファイル(バージョンアップ用)を保存

しておく事が可能で、復旧時にファームアップと Config の適用がそれぞれ行なわれ

ます。 

 ファームウェアについてはバックアップの対象外です。 

 アップデートファイルは必須ではありません。復旧時に保存されていれば参照とア

ップデートが行なわれますが、無い場合は Config のみが適用の対象となります。 

 運用機と代替機については同じファームバージョンの必要があります。 

 運用機よりアップデートファイルが古い(または同じ)場合、代替機への適用対象は

ライセンス情報と Config のみです。 

 運用機よりアップデートファイルが新しい場合、代替機への適用対象はアップデー

トファイルおよびライセンス情報/Config です。 

 代替機の電源を入れる前に USB メモリを取り付けます。  電源投入後の取り付け

では初期設定の時と同様な手順となります。 

 GoNET-MIS の電源を ON にし、約 2 分後、電源ボタンを再度押します。 

※GoNET-MIS が完全に起動後となるため実際は 2 分以上。 

 USB メモリ内のアップデートファイルと代替機のファームバージョンの確認を行い、

アップデータのバージョンのほうが新しい場合はバージョンアップを行います。アッ

プ後にイベントログにメッセージが記録されます。アップ後に続けて Config バージョ

ンのチェックを行ないます。 

 代替機のバージョンが USB メモリの Config のバージョンと同じ、または代替機のバ

ージョンのほうが新しければ、ライセンス情報/バックアップ Config の適用を行ない

ます。 適用後にイベントログにメッセージが記録されその後電源が OFF になりま
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す。 

 代替機のバージョンが USB メモリの Config のバージョンより古い場合は Config の

適用は行なわれず、エラーメッセージがイベントログに記録されます。 USB メモリ

が認識されない、または Config を正しく読み込む事が出来ないなどの場合も同様

にエラーメッセージをイベントログに記録します。 (いずれも Config の適用は行なわ

れません。) 

 電源の OFF を確認後に USB メモリを抜き、機器交換を実施します。 

 電源 OFF にならない場合は、Config の適用が行なわれていないためイベントログ

の内容を確認の上で対応を行い、再度復旧をやり直します。 

 イベントログ：USB メモリの認識が出来なかった(2 つ以上の USB メモリの取り付け、

USB メモリの故障、不正なデバイスの接続など) 

「USB メモリを正しく認識できませんでした。USB メモリの挿し込みや、フォーマット

形式を確認してください。」 

 イベントログ：USB メモリの残り容量が少なかった場合 

「USB メモリへのバックアップに失敗しました。USB メモリの挿し込みや、空き容量を

確認してください。」 

 イベントログ：USB メモリの認識は出来たが読み込みの際にエラーが発生した場合 

「リストアに失敗しました。USB メモリのバックアップファイルを確認してください。」 

 イベントログ：USB メモリにバックアップされたファームウェアが代替機器のファーム

ウェアより古い場合 

「USB メモリのアップデートファイルが新しくありません。アップデートバージョン：

x.x.x」 

 イベントログ：USB メモリからのファームアップ終了時 

「USB メモリからアップデートを行いました。 バージョン：x.x.x」 

 イベントログ：バックアップ Config の適用終了時 

「USB メモリからリストアを行いました。」 

 

 . 仕様変更 

1. アクセスログ 

アクセスログの閲覧が可能になりました。 

これまでイベントログ内にアクセスログ内容を含んでおりましたが、イベントログと分離し

てアクセスログ画面で表示されるようになりました。 

 

2. MAC アドレス確認 

GoNET-MIS の MAC アドレスをシステム稼働状況画面で確認できるようになりました。 



 

- 4 - 
 

3. DNS チェック 

登録済みの DNS に対してのみ DNS チェックを行っていたものを入力された DNS 値に対

して DNS チェックが行えるようになりました。 

 

4. AC 電源投入時に自動起動 

AC 投入時に電源が入るよう変更しました。 

 

 

 改善事項 

1. 機器検索分散 

多くの VLAN やセグメントの大きいネットワークの機器確認に時間がかかってしまう問題

を解決しました。 

 

2. メッセージ画面再表示不備を改善 

メッセージ画面が表示され、【OK】ボタンをクリックした場合、再度メッセージ画面が表示

されてしまう問題を解決しました。 

設置条件：通常型 

 

3. 接続判断不備 

切断されていない端末が、切断されたと判断されてしまう可能性があった問題を解決し

ました。 

 

4. バックアップファイル肥大化問題を改善 

バックアップファイルが肥大化する問題を改修しました。 

 

5. リストア不備を改修 

過去のバックアップファイルをリストアする際の不備を解決しました。 

 

6. システム設定の強制配信設定不備を改善 

システム設定画面の強制配信タブにおいて、ロゴ画像ファイルの設定不備を解決しまし

た。 

 

7. NTP サーバ再設定不備を改善 

NTP サーバの再設定を行った際の処理不備を解決しました。 
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8. 通信機器編集不備を改善 

通信機器編集の編集不備を解決しました。 

 

9. 同時認証動作の遅延を改善 

同じ時間帯に認証画面へのアクセスが集中した場合、認証画面の表示および認証動作

の遅延する問題を解決しました。 

 

10. バックアップファイルのダウンロードエラー問題を改善 

ファイルサイズが大きいバックアップファイルをダウンロードしようとした場合にエラーと

なる問題を改修しました。 

 

11. ブラウザ以外の HTTP リクエストによる認証動作の遅延を改善 

ブラウザ以外の HTTP（s）リクエストにより高負荷となり認証動作に遅延が生じる問題を

改修しました。 

 

12. Skype 利用環境での動作を改善 

Skype を利用した環境において認証処理が遅延する問題を改善しました。 

 

13. 大規模サブネット制御を改善 

通常型で大規模サブネット環境において正常にアクセス制御できない可能性がある問

題を改善しました。 

 

14. バックアップ動作を改善 

バックアップ処理においてメモリを圧迫する可能性がある問題を改善しました。 

 

15. ブリッジ型でのアクセス制御不備を改善 

ブリッジ型で多数の同時認証が発生した場合に正常にアクセス制御が出来ない可能性

がある問題を改善しました。 

 

16. リストア不備を改善 

リストア後に管理画面へアクセスできなくなる可能性がある問題を改善しました。 

 

 

 

以上 


