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全国的にソフトウェアライセンスに関する違反などの問題が注目された2009年か
ら、沖縄県では、庁内のソフトウェアライセンス管理を徹底させるソフトウェア資産管
理（SAM）に取り組んでいる。従来から行っていたIT資産管理を効率化するととも
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