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名古屋大学におけるSPAMメール中継被害の防止策について
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SPAMメールの中継被害は古くから知られているネットワーク攻撃であり、メールサーバで取る
べき対策は広く公開されている。しかしながら、大学の学内LANのような開かれたネットワー
クで、しかも管理者のスキルにばらつきがあるような環境では一向になくならない。そこで、フ
ァイアウォールとメール配送サーバを導入した対策を実施した。
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