インターネットの主な出来事

2009.04̶2010.03

2009

04
●イチロー 3086 安打、日本プロ野球新記録

05

06

●トヨタが 71 年ぶり営業赤字

● GM が経営破綻

●日本でも新型インフルエンザ流行

●サッカー日本代表が W 杯 4 大会連続出場決定

●「裁判員制度」スタート

●マイケル・ジャクソン死去

●村上春樹の『 1Q84 』がベストセラー

■次世代PHSの正式名称が「XGP」に、XGP
フォーラム設立

［通信 業界］

■ウィルコムが「WILLCOM CORE XGP」実
証サービスを開始
■転送速度が高速化された「Bluetooth 3.0」
発表

［ネットビジネス］

■RIMがBlackBerry向けアプリストア
「BlackBerry App World」を開設
■ニコ動が公式チャンネルで個別動画を1本
100円から有料配信

■携帯3キャリアが3.9Gの免許申請

■3.9Gの周波数決まる、各社の基地局開設計
画認定

■無線LANの10倍速以上を目指す無線規格
「WiGig」の業界団体発足

■「iPhone 3GS」発売

■ネット衛星「きずな」でスーパーハイビジョン
画像伝送に成功

■ITUと総務省が「東京声明」、安全なネット環
境整備を呼び掛け

■KDDIモバイルSNS「au one GREE」が
500万会員突破

■イー・アクセス、アッカ・ネットワークスとの合併
を完了

■ソフトバンク、600億円の無担保社債発行

■ドコモのFOMAが5000万契約を突破

■米アマゾンが9.7型「Kindle DX」発表

■マイクロソフトが新検索エンジン「Bing」公開

■「Wikipedia」がクリエイティブ・コモンズ導
入、再利用が容易に

■アップルの「Safari 4」、公開3日間で1100
万ダウンロードを達成

■米グーグルが「Google Wave」発表

■「GREE」会員が1000万人を突破

■「ニコニコ動画」の再生回数100億回突破

■米Sun、Javaアプリのオンラインストア
「Java Store」を発表

■「テレビ版Yahoo! JAPAN」開始

■「はてな」、各サービスの総登録ユーザー数が
100万人を突破

■ニコニコ動画、JRC管理楽曲についても演
奏動画が投稿可能に

■青少年ネット規制法が施行、サーバー管理者
にも閲覧防止の努力義務

■民主党、小沢代表の辞任会見の模様を動画
配信

■「児童ポルノ流通防止協議会」発足、ヤフー
やグーグル、マイクロソフトも参加

■日本文藝家協会、「Googleブック検索」の和
解案に抗議声明

■「ダウンロード違法化」など著作権改正法案
が衆議院で可決

■「ダウンロード違法化」などの改正著作権法
が参議院で可決・成立

■三菱UFJ証券、社員の不正持ち出しで顧客
情報148万人分が流出

■欧州委員会、インテルに独占禁止法違反で
約1370億円の制裁金

■大英図書館、19世紀の新聞200万ページ分
をネットで公開

■ソニー生命、PC紛失で証券情報24万件が
流出

■ライブドア株主集団訴訟で、堀江貴文元社

■東京都が“学校裏サイト”の監視スタート、公
立2200校対象

■市民参加型の「オーマイニュース」終了
■ヤフーがGyaOを子会社化

［社会 ・事件］

■OracleがSunを74億ドルで買収へ

長らに76億円賠償命令

［市 場・調査］

■医薬品通販、「離島」「継続使用」のみ2年間
認める改正省令公布
■日本のネット利用者が9000万人を突破〜総
務省

■PCソフトの国内違法コピー率は21％、損害
額は約1700億円〜BSA

■携帯フィルタリングの利用者数が573万人
に、1年で231万人増〜TCA

■JASRACの2008年度著作権使用料は
1129億円、CDなど伸びず2.4％減
■NTTの加入電話・ISDNの契約数は4208万
件、1年で395万件減少
■NTTのフレッツ光契約数が1113.4万件
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■米ユーザーのサイト利用時間、Facebookが
年699％増の急成長〜米TNS、The
Conference Board
■日本のネットユーザーの接続環境は「21.9時
間×20.8Mbps」〜インプレスR&D
■FTTH契約者数が3月末で1500万突破、
2.5GHz帯の「BWA」は6718件〜総務省

2009.04ー2009.09

07

08

09

●北朝鮮が弾道ミサイル発射

●酒井法子が覚せい剤所持で逮捕

●消費者庁が発足

●国内で 46 年ぶりの皆既日食

●世界陸上 100m でボルトが 9 秒 58 の世界新

●イチローが大リーグ初の 9 年連続 200 安打

●宇宙実験棟「きぼう」完成、若田さん帰還

●衆院選で民主 308 議席の圧勝、歴史的政権交

●南太平洋のサモア諸島沖で M8.0 の大地震

代で鳩山内閣発足

■UQ WiMAXが有料サービス開始

■NGNのIPv6接続が認可、2011年4月以降
サービス開始予定
■ノキア、携帯電話決済サービス「Nokia
Money」計画を発表

■IEEE、無線LAN標準規格「802.11n」を正
式批准
■ウィルコム、債務の私的整理に向けて事業再
生ADRへ

■KDDI、イリジウムを使った船舶用通信システ
ム発表

■「WILLCOM CORE XGP」開始

■「Firefox 3.5」が公開

■「Firefox」、10億ダウンロード突破

■「Opera 10」公開

■検索サービス「NAVER」が一般公開

■「mixiアプリ」PC版が正式公開

■「日本インターネットドメイン名協議会」発足

■「mixiアプリ」開発アワード開催

■「Mac OS X10.6 Snow Leopard」発売

■グーグル、独自OS「Google Chrome OS」
の開発を表明

■米ユーチューブ、一部個人投稿動画に広告
収入の支払いを開始

■日本のAndroidアプリ開発者、有料アプリの
公開が可能に

■Facebook会員が2億5000万人を突破

■米ソニーが新たな電子書籍リーダー発表

■「GREE」会員数1500万人を突破

■マイクロソフトとヤフーが検索事業で10年の
提携契約、ヤフーの検索も「Bing」を採用

■FacebookがFriendFeedの買収を発表

■フジテレビと日本テレビ、GyaOに出資へ

■グーグルのエリック・シュミットCEOがアップ
ル取締役を辞任

■アドビ、Web解析のオムニチュア買収で合意

■JASRACへの排除措置命令、保証金1億円
で東京高裁が執行免除決定

■「インターネット40周年」、ARPANET初ノー
ド稼働から40年

■テレコムサービス協会が「違法・有害情報相
談センター」開設

■行政機関と独立行政法人の個人情報漏え
い、2008年度で2929件発生〜総務省

■通販サイト「イーサプライ」、不正アクセスで
カード情報5620件流出

■三菱商事子会社デジタルダイレクトの通販サ
イトからカード情報約5万2000件流出

■「mixi」が規約改定、青少年保護関連や個人
情報の全体公開禁止など
■住友生命、従業員1652人分の個人情報が
Winny流出

■「モバゲータウン」会員数1500万人突破

［社会・事 件］

■アリコジャパン、委託先から1万8184人分の
カード情報流出

■UQコミュニケーションズ、国際ローミングに
向け米露のWiMAX事業者と提携

［ネットビジネス］

■楽天、日本初の「ネット政治献金」サービス

［通信業界］

■ドコモが国内初の「Android」搭載携帯端末
を発売

■Twitterが規約改定、「つぶやき」の所有権は
ユーザーにあると明記
■「違法音楽配信対策協議会」設立、レコ協や
携帯各社などが参加
■JPドメイン名、累計登録数が110万件を突破
〜JPRS

■ネット広告の利用率は大手76％、中小17％
〜インプレスR&D

■ブログ・SNS市場規模は659億円、2010年
には900億円〜総務省

■国内ブロードバンドトラフィック総量が1Tbps
を突破〜総務省

■検索数が1年で4割増加、グーグルの世界市
場シェアは67.5％に〜米comScore

■2008年の有料ネットワークゲーム市場は806
億円〜CESA

■検索エンジンで検索できる情報の量は
6877TB〜総務省

■ブロードバンドサービス契約数の5割が
FTTHに〜総務省

■中国のブロードバンド利用者が3億人を突破
〜CNNIC

■IP電話利用数は2092万件。0AB〜J番号は
1200万件を突破〜総務省

■違法・有害情報の通報、2009年上半期は6
万2462件〜警察庁

［市 場・調査］

■IPA上半期のウイルス届出件数9282件、3
年前比で6割減

■世界のネット人口、2013年には22億人に、
43％がアジア〜米Forrester Research
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10
● 2016 年夏季五輪がリオに決定、東京は落選
●経営難の JAL 、公的管理下で再建へ
●ノーベル平和賞に米オバマ大統領

■総務省、携帯向けマルチメディア放送技術
的条件を公表

［通信 業界］

■「Flash Player 10.1」発表、携帯端末でも
Flashがフルに動作

11
●ヤンキースがワールドシリーズ優勝、松井秀喜
が MVP
●事業仕分けで約 1.7 兆円の圧縮を要求

■KDDIやグーグルが出資の海底ケーブルが
千倉に陸揚げ、2010年春運用

12
●ゴルフの石川遼が最年少賞金王
● COP15 、「コペンハーゲン合意」を承認

■映画1本を1秒で配信、複数波長を束ねた最
大40Gbpsの通信実験成功

■改造Firefoxで日米間6.5GbpsのWebアク
セス。東大が世界最速達成

■IP電話の「JAJAH」を、欧州大手通信会社
Telefonicaが買収

■インターネット衛星「きずな」実証実験、父島
で実測値86Mbps

■イー・アクセス、イー・モバイルの完全子会社
化に基本合意

■マイクロソフトが「Windows phone」を国内
発表

［ネットビジネス］

■「Windows 7」発売
■米アマゾンが「Kindle」を世界各国へ発売
■「Twitter」国内携帯の対応版を公開
■「mixiアプリモバイル」公開
■「日本ドメイン名事業者協会」発足
■ICANN、国際化トップレベルドメイン名の導
入を承認
■楽天がタイでEC事業に参入、「TARAD.
com」を傘下に

［社会 ・事件］

■ICANNが米政府の直接監督から離れ、真の
グローバル組織へ
■「Winny」開発者・金子勇氏、逆転無罪、大
阪高裁で控訴審判決
■かんぽ生命保険、1万3574人の顧客情報が
Winny流出

■米グーグル、携帯電話向けディスプレイ広告
の米AdMobを買収

■グーグル、日本語入力ソフト「Google日本語
入力」を公開

■米グーグル、最適ディスプレイ広告生成技術
の米Teracent買収で合意

■セブン＆アイ、ネット通販事業に本格参入

■Firefox5周年、記念イベントをネットで開催

■「ニコニコ動画」登録会員が1500万人を突
破、有料会員は60万人に

■Skypeの同時ログイン数が2000万人の新記
録を達成
■グーグル、新たなプログラミング言語「Go」を
オープンソースで公開

■「Amebaなう」モバイル版とPC版を開始

■ACCESS、「EPUB」対応の電子書籍ビュー
ワー開発
■米タイムワーナーのAOL分割手続き完了

■YouTube、1080pのHD動画対応を発表

■アップル、特許侵害でノキアを反訴

■「首相官邸ブログ」がアメブロにオープン

■米グーグル、米ヤフーの2009年検索ランキン
グ1位はマイケル・ジャクソン

■「TVブレイク」運営会社に9000万円の損害
賠償命令、著作権侵害で
■KDDIが291人分の顧客情報流出、メールに
CSVファイル添付で

■鳩山内閣メールマガジン創刊

■「学校裏サイト」都内公立校ののべ1155校
に、都教委の監視結果

■mixiが青少年ユーザー保護強化、閲覧はマ
イミクのマイミクまで

■「Share」使って映画違法配信、10都道府県
で一斉摘発

■楽天トラベルで虚偽予約、全国1600ホテル
被害か
■NTTで過大請求2億3000万円・過小請求4
億8900万円、1971年から
■米FTC、「競合相手を違法な手法で排除」と
して米インテルを提訴
■堀江貴文氏が旧ライブドアに208億7000万
円支払うことで和解

［市 場・調査］

■ブロードバンド契約数のNTT東西シェアが
50％を突破〜総務省
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■アジア太平洋地域の9月の検索回数は約
386億回〜米comScore

■2008年発生の個人情報漏えい、ファイル共
有ソフト関与は23％〜ネットセキュリティ総研

■ネットの平均接続速度、日本は8Mbpsで2位
〜Akamai

■インドの携帯電話が5億回線に迫る、中国に
次ぎ世界第2位〜インド通信情報技術省

■世界の携帯電話契約数、2009年中に46億
件へ〜ITU

■NTT東西のブロードバンド契約数シェアは
51.1％〜総務省

インターネットの主な出来事

2010
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02

2009.10 ̶2010.03

03

●カリブ海のハイチで M7.0 の大地震

●朝青龍が引退

●全国 98 番目の空港となる茨城空港が開港

●トヨタ、リコールで北米販売を中止

●バンクーバー五輪フィギュアスケート女子で

●子ども手当法が成立

浅田真央が銀メダル

●足利事件の菅谷さんに無罪判決

●南米チリで M8.8 の大地震

■ドコモ、ソニー・エリクソン製 A n d r o i d 端 末
「Xperia」発表
トフォン「Nexus One」発売

線容量が300Gbpsに到達
■ウィルコム、会社更正法の適用を申請
■携帯プラットフォーム「Symbian」、全ソース
コードを公開
■マイクロソフトが「Windows phone 7」発表

■NTT、1本の光ファイバーで世界最大容量の
69.1Tbps伝送に成功
■ウィルコムが会社更生手続き開始、XGP事
業は別会社に
■ソフトバンク、福岡のLTE実験で下り最大
70Mbpsを達成

■米Facebook、アクティブユーザー4億人

■「App Store」ダウンロード30億件突破

■「mixi」が登録制導入

■pixiv、ユーザー数が150万人を突破

■マイクロソフト、クラウドサービス「Azure」の
国内展開を本格化

■グーグル、「Gmail」統合のソーシャルサービス
「Google Buzz」を発表

■「Amebaなう」サービス開始2か月で訪問者
数100万人突破

■東京・大阪のラジオをネット同時配信、
「radiko」実証実験開始

■「Google Chrome 4」公開

■「iTunes Store」の楽曲販売数が100億曲
を突破

■「日本電子書籍出版社協会」発足、出版31
社が参加し規格など検討

■楽天、中国のEC事業に参入

■ソフトバンクがUstreamに2000万ドル出資、
オプション行使で筆頭株主に

■ノキア、携帯向けブラウザー企業の米
Novarra買収で合意

■「アメブロ」芸能人ブログのアカウント情報約
450件が流出

■米グーグル、ウィキメディア財団に200万ドル
を寄付

■政府が通信と放送の法体系改正案を閣議
決定

■鳩山首相がTwitterを開始

■警察庁が「P2P観測システム」
を正式運用

■「ダウンロード違法化」などの改正著作権法
が施行

■Winny作者が開発した不正コンテンツ流通
防止技術、特許取得

■グーグルが中国撤退を発表、サービスは香港
のサーバーから継続

■ヤフーやニフティなど、ハイチ地震の被災者
への募金を受け付け

■ネット関連企業の経済団体「eビジネス推進
連合会」
が正式発足

■ビル・ゲイツがTwitterの利用を開始

■シマンテックや経産省など「セキュリティ普及
促進委員会」設立

■アップルがタブレット型端末「iPad」発表、電
子書籍市場にも参入

■ナップスター、国内全サービス終了へ

［社会・事 件］

■NASAが宇宙飛行士に個人用回線、野口飛
行士の生つぶやきも開始

［ネットビジネス］

■Android向け電子書籍配信サービスを電通
とヤッパ、ACCESSが発表

■米アップル、携帯広告ネットワークの米
Quattro Wirelessを買収

■米アマゾン、「Kindle DX」を世界販売

［通信業界］

■グーグルブランドのAndroid OS搭載スマー

■NTTコムの国際IPバックボーン、日米間の回

■東京都の青少年健全育成条例改正案で「非
実在青少年」に関して論争
■医薬品通販規制に対する行政訴訟、「省令
は合憲」として訴え棄却
■ネットカフェ業者に客の本人確認を義務付
け、都の新条例が可決

■国内の電気通信事業、2008年度の売上高
は14兆4055億円、5.9％減〜総務省

■2009年のサイバー犯罪は6690件、オーク
ション利用詐欺は半減〜警察庁

■2009年のフィッシング攻撃は16％増の16万
件超〜RSA

■国内の有料音楽配信、2009年の売上は909
億8200万円で横ばい〜RIAJ

■ネット上の人権侵害、前年比52.6％増加〜
法務省

■4億人に迫る中国のインターネット利用者、携
帯利用が急増〜CNNIC

■2009年の国内ネット広告費は7069億円、新
聞を上回る〜電通

■FTTH契約数が1719.6万件に〜総務省

［市 場・調査］

■2009年の世界検索市場は46％成長〜米
comScore

■国内ブロードバンド契約者のトラフィック総量
は約1.36Tbpsに〜総務省

※原則として発表時の情報 Source:Impress Watch

5

