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概要

AsyncOS 11.4 から開始してセキュリティ管理 アプライアンス（SMA）のための AsyncOS 12.x
と続いて、Web ユーザ ユーザー・インターフェース（UI）はデザイン変更を経、またデータの
内部 処理。 この技術情報のフォーカスによっては最近設計し直された Web ユーザ ユーザー・イ
ンターフェースを参照する機能の変更が当たります。  もっと技術的に進められた設計の実装は、
Cisco ユーザ エクスペリエンスを改善するためにはたらきました。

クリス Arellano によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

注： 「管理」インターフェイスは SMA の最初の設定の間に示されるデフォルト インターフェイ
スです。  ネットワーク > IP インターフェイスから、それは削除を可能にしません。  従って、確
認される保守するのはデフォルト インターフェイス常にです。

以下の項目を確認されました trailblazerconfig を有効に する前に確認して下さい:

SMA はアップグレードされ、AsyncOS バージョン 12.x を実行しています（またはより新
しい）

1.

ネットワーク > IP インターフェイスから、マネージメントインターフェイスに有効に なる
アプライアンス 管理 > HTTPS があります アプライアンス 管理 > HTTPS ポートはファイア
ウォールでオープンにする必要があります

2.

ネットワーク > IP インターフェイスから、マネージメントインターフェイスに AsyncOS
API > HTTP および有効に なる AsyncOS > HTTPS が両方あります。 AsyncOS API > HTTP
および AsyncOS はファイアウォールで API > HTTPS ポート開く必要があります

3.

「先駆者」ポートはファイアウォールによってオープンにする必要があります デフォルト
は 4431 です

4.

確認して下さい DNS をマネージメントインターフェイス「ホスト名」を解決できます5.

/content/dam/en/us/td/docs/security/security_management/sma/sma12-0/SMA_12-0_Release_Notes.pdf


すなわち、nslookup sma.hostname は IP アドレスを戻します
DNS をスパム検疫にアクセスするために設定される「これですスパム検疫のためのデフォ
ルト インターフェイス」ホスト名 /URL を解決できます確認して下さい

6.

なぜ

ユーザ エクスペリエンスを改善するためにクライアント（IE、Chrome、Firefox）にダウンロー
ドされる 12.x 次世代 SMA （NGSMA） GUI はずっと単一ページ アプリケーション（SPA）とし
て再実行されして います。  SPA は SMA の複数の内部サーバと、異なるサービスを行うそれぞ
れ通信します。

SMA への SPA 通信内の COR （クロス原点資源共用）制限によりマルチプルモジュール間の通
信にいくつかの障害を引き起こします。

COR はです別の内部サービスに悪意のあるコマンドが確立された通信回線の内で実行するこ
とを防ぐように設計されているセキュリティ機能。

●

内部サーバは NGSMA によって異なる番号を付けられた TCP ポートを通して到達可能です。  各
TCPポートは別途の証明書承認がクライアントと通信するように要求します。  NGSMA の内部サ
ーバと通信する不十分な機能は問題を示します。

影響

「/euq ログイン」および「NG ログイン」を含む次世代 Webインターフェイス。

AMP Cisco Threat Response （CTR）統合のために報告して下さい。

解決策

異なるモジュールを表す各ポートのために TCP ポートの簡単な例は証明書受諾を必要とします。
 信頼された署名入り認証が SMA にない場合、ブラウザがモジュールに透過的なコミュニケーシ
ョンを始めると同時に多重 認証受諾が必要となります。  TCP ポート 6443 のための必要を理解
しないかもしれないユーザに 443 により、4431、エクスペリエンス可能性としては混合を引き起
こすかもしれません。

これらのチャレンジを越えて移動するために、Cisco はクライアント（ブラウザ クライアント
）とサーバ（特定のポートによって到達可能 サービス）間のプロキシ 機能を行うために Nginx
を設定しました。  Nginx は（NGINX か nginx として様式化される）ので逆プロキシ、ロードつ
りあい機、メール プロキシおよび HTTP キャッシュ使用することができる Webサーバもです。

これは単一コミュニケーション ストリームおよび証明書受諾にコミュニケーションを凝縮させま
す。

Cisco は trailblazerconfig としてこの機能性を有効に する CLI コマンドを分類しました。

最初の実例は 2 つの現在のサーバの例を表示する:

API サーバ HTTP:6080 および HTTPS:6443●

GUI サーバ HTTP:80 および HTTPS:443●

GUI からの API への賛成通信は承認およびポート アクセスを必要とします。



SPA および関連するサーバ

次の実例は API および GUI プロセスの前の Nginx プロキシを-制限通信の問題を除去すること組
み込みます。



関連するサーバに達するの
に NGINX プロキシを利用する SPA

コマンド・ライン例

完全なヘルプ:

sma.local> help trailblazerconfig

trailblazerconfig

   Configure and check the trailblazer.

(Please make sure existing UI is functioning on https)

   trailblazerconfig enable <https_port> <http_port>

   trailblazerconfig disable

   trailblazerconfig status

   Sub-commands:

       enable         - Runs the trailblazer either on

                        default ports (https_port: 4431 and http_port: 801)



                        or optionally specified https_port and http_port

       disable        - Disable the trailblazer

       status         - Check the status of trailblazer

   Options:

       https_port     - HTTPS port number, Optional

       http_port      - HTTP port number, Optional

チェック ステータス:

sma.local> trailblazerconfig status

trailblazer is not running

イネーブル:

sma.local> trailblazerconfig enable

trailblazer is enabled.

To access the Next Generation web interface, use the port 4431 for HTTPS.

後イネーブル、チェック ステータス:

sma.local> trailblazerconfig status

trailblazer is running with https on port 4431.

構文を指名するサンプル

先駆者によって有効に された Web アクセスは URL アドレス内の先駆者ポートが含まれています
:

NGSMA 管理ポータルは次のように現われます: https:// hostname:4431/ng ログイン●

NGSMA エンドユーザ検疫（か ISQ）ポータルは次のように現われます: https://
hostname:4431/euq ログイン

●

トラブルシューティング

スパム通知のためのセカンダリインターフェイスのいくつかの実装フォーカス。 IF はマネージメ
ントインターフェイス「ホスト名」DNS （すなわち、nslookup ホスト名）で解決可能ではない
です、先駆者は初期化し損います。

すぐに確認する 1 つの操作および復元サービスはマネージメントインターフェイスへ解決可能な
ホスト名を追加することです。 （それから正しく指定ホスト名を解決するために A レコードを作
成して下さい。）

User-side セキュリティ制限は SMA 4431 TCPポートの方のユーザー環境からアクセスを防ぎま
す:

ポートを確認するためにですブラウザに利用可能テストして下さい1.
ホスト名およびポートをとして入力して下さい:2.

https:// hostname:4431



開かなかった TCPポート 443 開いた受け入れられる TCPポート 4431 および証明書

IE11: このページは表示することができません●

Chrome: このサイトは達することができません。
接続することを拒否しました

●

Firefox： 不可能接続することが●

IE: HTTP 406●

Chrome: {" error ": {「メッセージ」: 「不正。」、
「コード」: "401"、「説明」: "401 = 権限無し ----
許可方式を参照して下さい。」}}

●

Firefox： 証明書プロンプト（受け入れて下さい
）。  Firefox： ポスト証明書受諾 > 「不正」。
401

●

正しい URL 構文:

非先駆者対応システムは名前でポート 4431 を使用しません:●

https:// ホスト名 /ng ログイン

-または https:// ホスト名 /euq ログイン

先駆者対応システムは名前にポート番号 4431 を含めます:●

https:// hostname:4431/ng ログイン

-または https:// hostname:4431/euq ログイン
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