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図 1 ローカル・工業化社会から生活者中心・知の連鎖（ICT）社会へ

図 2 通信事業者への期待
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＊ 1 ：出典「IMF World Economic Outlook Database」
＊ 2 ：出典「厚生労働省平成 20 年度国民生活基礎調査」
＊ 3 ：出典「財務省発表 20 年度末国債発行額より弊社
算出」
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