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概要

この技術情報はメールを送信できるために Google G スイートからの Simple Mail Transfer
Protocol（SMTP） サーバを使用して Cisco Unified コンピューティング ソリューション
（UCS）ディレクター（UCSD） 6.0.0.0 を設定する方法を記述します。 

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Google スイート ソリューションの管理●

SMTP セキュリティおよび設定の基本的な知識●

使用するコンポーネント

この資料は特定のソフトウェア バージョンにこの 文書に記載されている 情報が UCS Director
6.0 に基づいているどんなに、制限 されません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

G スイートのための Google サポートページを検知 するとき 3 つの異なる smtp サーバを提供し



ます。 UCSD 6.0 が SSL/TLS をサポートしないので、去ったこと唯一のオプションはポート 25
との smtp-relay.gmail.com、またはポート 25 とのまた aspmx.l.google.com です。

設定

ユーザネームおよびパスワードは G スイート ドメイン内の有効なユーザからあり適切な設定は
このイメージに示すように設定されなければなりません。

確認

UCS ディレクトリ ボックスからのメールはテスト Eメールアドレスによっての後で『SAVE』 を
選択 します受信されます。

トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

エラー SMPT サーバは到達可能の下に/です。



これらのエラーの 1 つに関しては inframgr-log.txt ログをチェックインして下さい

smtp-relay.gmail.com エラーに関しては

2017-08-23 07:50:01,417 [ORP-1-24] INFO doFormSubmit(MailSettingsForm.java:157) - Mail settings

saved successfully

2017-08-23 07:50:01,420 [ORP-1-24] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:314) - Sending test

email

2017-08-23 07:50:01,423 [ORP-1-24] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:348) - Initiating

authenticated session

2017-08-23 07:50:03,152 [ORP-1-24] ERROR doFormSubmit(MailSettingsForm.java:175) - Test email

failed

com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 550-5.7.1 [XXX.YYY.ZZZ.ZZZ 1] Our system has detected

an unusual rate of

550-5.7.1 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our

550-5.7.1 users from spam, mail sent from your IP address has been blocked.

550-5.7.1 Please visit

550-5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=UnsolicitedIPError to review our

550 5.7.1 Bulk Email Senders Guidelines. q71si912001wmd.271 - gsmtp

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.issueSendCommand(SMTPTransport.java:1668)

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.finishData(SMTPTransport.java:1473)

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage(SMTPTransport.java:738)

at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.sendTestEmail(MailSettingsForm.java:377)

at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.doFormSubmit(MailSettingsForm.java:171)

at com.cloupia.service.cIM.inframgr.APIProvider.doFormSubmit(APIProvider.java:1311)

at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor795.invoke(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)

at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)

at com.cloupia.fw.services.provider.ServiceProvider.executeOperation(ServiceProvider.java:758)

at

com.cloupia.fw.services.provider.OperationRequestProcessor.run(OperationRequestProcessor.java:97

)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

またはこの 1 つ 



aspmx.l.google.comerror に関しては

2017-08-23 07:43:17,605 [ORP-1-20] INFO doFormSubmit(MailSettingsForm.java:157) - Mail settings

saved successfully

2017-08-23 07:43:17,605 [ORP-1-20] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:314) - Sending test

email

2017-08-23 07:43:17,606 [ORP-1-20] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:348) - Initiating

authenticated session

2017-08-23 07:43:18,162 [ORP-1-20] ERROR doFormSubmit(MailSettingsForm.java:175) - Test email

failed

com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 550-5.7.0 Mail relay denied [XXX.YYY.ZZZ.ZZZ].

Invalid credentials for relay for

550-5.7.0 one of the domains in: (as obtained from HELO and MAIL FROM).

550-5.7.0 Email is being sent from a domain or IP address which isn't registered

550-5.7.0 in your G Suite account. Please login to your G Suite account and

550-5.7.0 verify that your sending device IP address has been registered within

550-5.7.0 the G Suite SMTP Relay Settings. For more information, please visit

550 5.7.0 https://support.google.com/a/answer/6140680#maildenied w206sm117434wmd.7 - gsmtp

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.issueSendCommand(SMTPTransport.java:1668)

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.mailFrom(SMTPTransport.java:1207)

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage(SMTPTransport.java:735)

at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.sendTestEmail(MailSettingsForm.java:377)

at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.doFormSubmit(MailSettingsForm.java:171)

at com.cloupia.service.cIM.inframgr.APIProvider.doFormSubmit(APIProvider.java:1311)

at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor795.invoke(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)

at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)

at com.cloupia.fw.services.provider.ServiceProvider.executeOperation(ServiceProvider.java:758)

at

com.cloupia.fw.services.provider.OperationRequestProcessor.run(OperationRequestProcessor.java:97

)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

関連情報

G スイート ヘルプ: https://support.google.com/a/answer/176600

https://support.google.com/a/answer/176600
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