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2007年、Linux 搭載サーバーの比率は 20 ％超
サーバー用 LinuxOS 市場は 83 億円に達する
図1

Linux 搭載サーバー台数とサーバー用 Linux OS ディストリビューション市場
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普及が進むオープンソースソフトウェア

13.9 ％に達すると見込んでいる。
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サポートが終了した Windows NT から
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Linux 搭載サーバーは、2003 年から自
治体を中心に出荷台数を伸ばした。
2004 年 1 月から 12 月までの出荷台数は、
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また、2004 年のサーバー用 Linux OS

2003 年から 2007 年までの売上金額の

対前年比 35.5 ％増の 6 万 8400 台、全サー

市場は、出荷本数が対前年比 49.9 ％増の
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バー（サーバー、RISC サーバー、メイン

6 万 3400 本、売上金額（アップデートサー

んでいる。2007 年には約 15 万本、83 億

フレーム）に占める Linux 搭載比率は
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円に達するであろう。
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OSS の導入状況
す で に O S S を 導 入 し て い る 企 業・団 体 は
32.0 ％。さらに導入を検討中（3.9 ％）、あるい
は 、導 入 に 興 味 が あ る（ 2 7 . 3 ％ ）と の 回 答 が
31.2 ％となっており、企業・団体の OSS 導入に
対する意識の高まりがうかがえる。
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基幹系業務システムへの Linux 導入意向
財務・会計や人事・給与などの基幹系業務システ
ムへの導入が今後期待されている Linux。6.8 ％
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