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新製品・新サービス・新技術

2017 11

■アマゾン、スマートスピーカー「Amazon Echo」が国内で販売
■ iPhone X発売。Apple 表参道には当日在庫目当ての行列
■アマゾン、4千万曲が聴ける音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」を国内展開
■「ポケモンGO」の次は「ハリーポッター」、Niantic、ARゲーム新作発表
■2倍速い最新ブラウザー「Firefox Quantum」正式版登場
■NTTや国立情報学研究所など「量子ニューラルネットワーク」をクラウドで一般公開
■簡単にVR/ARコンテンツを作成できる「Amazon Sumerian」発表

12

■グーグルのVRヘッドセット「Daydream View」が国内発売
■マネーフォワード、会社設立代行サービス「MFクラウドのおまかせ会社設立」リリース
■ナムコ、VR体験施設に本腰、「VR ZONE Portal」全国展開
■グーグル、「Android 8.1 Oreo」を正式版リリース
■ナイアンティック、ARを組み込んだリアルワールドゲーム「Ingress Prime」の開発を
発表

■AndroidがFIDO認証を初実装
■暗号通貨で決済するクラウドファンディング「REAL BOOST」、β版公開
■フェイスブックがARプラットフォームと‘World Effects’を全デベロッパーに開放
■「Googleアシスタント」のSDKが日本語をサポートし、日本語を話す端末開発が可能に
■ヤマト運輸、ビジネスポータル内にAPI提供サイト「YBM For Developers」を開設
■KDDI、災害対応向け「ドローン基地局」の実証実験に成功

2018 01
■KDDI、月額40円からの IoT向け通信サービス「KDDI IoT コネクト LPWA」を提供
■ソニー、1月11日（ワンワンワン）で新「aibo」の販売を開始
■NICT、量子コンピュータでも解読が困難な新暗号方式「LOTUS」を国内で開発
■GMOインターネット、DappsのPaaS「Z.com Cloudブロックチェーン」を提供

02
■AIで進化する「ATOK」最新版、提供方法を定額サービスに統一
■「クラウド会計ソフト freee」が仮想通貨の確定申告に対応
■オーム社のDRMフリー電子書籍ストア「オーム社 eBook Store」が運営終了
■「DAZN」がコンテンツ拡充、プロ野球11球団や欧州サッカーの放映決定
■持ち物現金化アプリ「CASH」、金券・外貨の買い取り開始
■NTTデータ、保険業界に特化したブロックチェーンの実証実験環境を無償提供

03

■「Yahoo! MAP」にAR機能「迷わないナビ」搭載、目的地まで矢印で案内
■ドコモとパナソニック、LPWAの共同実証実験、LPWA対応 IoT家電の実用化に向けて
■Mogura、VRやARが体験できる法人向け施設「もぐラボ」解説、ビジネス相談も受け付け
■Googleマップ、東京などで「車椅子対応」経路検索が可能に
■オトバンク、オーディオブック1万冊が月額750円で聴き放題の「audiobook.jp」本格提
供開始

■さくらインターネット、Dockerを利用したホスティングサービス「Arukas」を正式提供
開始

04

■東京急行電鉄とNTTデータ、スマホ向けクレジット決済「.pay」提供
■APNICとクラウドフレア、IPアドレスを保存しない高速パブリックDNSサービス
「1.1.1.1」無料提供
■楽天の携帯電話事業参入が決定、1.7GHz帯で
■マイクロソフトのAzure上でプライベートブロックチェーン「mijin v.1」が利用可能に
■グーグル、メッシュ対応Wi-Fiルーター「Google Wifi」を国内発売
■グーグル、短縮URLサービス「goo.gl」の終了を発表。作成済みURLは今後も維持
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05

■bitFlyerのビットコイン決済で投資用中古マンションが購入可能に
■ドコモのAIサービス「my daiz」、ユーザーの行動を学習して情報をお届け
■ freeeが「freee Wi-Fi」提供開始、クラウド会計ソフトなどのユーザー向けに
■グーグル、YouTubeで音楽ストリーミングサービス「YouTube Music」開始
■AIで犬・猫だけを見守るサービス「ペットみるん」登場、食事やトイレの回数も自動でレ
ポート

■Google Payで「Suica」「WAON」が利用可能に
■日本経済新聞、大手紙で初の試みとなるAmazonでの定期購読開始
■KDDI、「望遠鏡型VR」を開発、「あべのハルカス」展望台に設置

06
■SynologyのWi-Fiルーター「RT2600ac」、IPv6 IPoE接続が可能に
■Amazon、J SPORTSやBBCが見られる「Prime Videoチャンネル」を開始
■インスタグラムが新サービス「IGTV」開始、60分間の動画撮影可能に
■NTT Com、IPv6 IPoE方式のネット接続サービスが「OCN v6アルファ」提供開始

07

■ソフトバンクと freee、「クラウド会計ソフト freee」向けのRPAロボットを共同開発・
提供

■マイクロソフト、2in1タブレットPC「Surface Go」発表
■クックパッド、食品EC「クックパッドマート」発表
■LINE、Clova用のスキルの開発が可能になる「Clova Extensions Kit」公開
■日本オラクル、「Oracle Blockchain Cloud」の国内提供開始を発表
■NTTドコモ、「自然対話プラットフォーム」の記述言語仕様と開発環境を公開

08 ■GMOインターネット、クラウドマイニングサービス「Z.com Cloud Mining」を提供開始
■台湾StarVR、視野角210度、視線追跡もできるハイエンドVR HMD「StarVR One」発表

09

■DTI、v6プラスを用いた「IPv6 IPoE接続サービス」を提供
■国産無料メール「エキサイトメール」がサービス終了
■グーグル、「Wear OS」のデザインを刷新、スワイプ操作で素早く情報表示
■アップル、「iPhone Xs」「iPhone Xs Max」「iPhone XR」を発表
■Wi2の「ギガぞう」アプリ、「00000JAPAN」でのVPN接続を無償化
■ソニー、IoT向けに開発した独自LPWAネットワーク「ELTRES」のプレサービス提供
■アマゾン、シアトルに続きシカゴで「Amazon Go」開店、2021年までに3000店舗を開
設する計画と報道

10

■HTC、ブロックチェーンスマホ「Exodus 1」予約販売開始、仮想通貨でのみ購入可能
■アマゾン、10インチディスプレイ付き「Echo Show」を日本でも発売
■ソフトバンクとヤフーの合弁会社、コード決済「PayPay」がサービス開始
■仮想空間上の物体を“触って掴める”グローブ「HaptX Gloves」
■ヤフー、「myThings」の提供を2019年1月31日に終了
■グーグル、Android 9搭載のスマートフォン「Pixel 3」「Pixel 3 XL」発表
■アマゾン、ビジネス専用の「プライム」提供開始、年会費3900円から法人・個人事業主
向けに

■音楽聴き放題「AWA」が、動画アプリ「TikTok」で定型、年内に約500万曲を提供へ
■指紋認証でヤフーへログイン可能に、FIDO2方式での認証に各サービスが対応
■グーグル、興味に合わせてコンテンツを表示する「Discover」をモバイル向けに提供
■グーグル、「Google+」の一般向け提供を2019年8月に終了すると発表

Source：INTERNET Watch、ITmedia、CNET Japanほか
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買収・IPO・合併・企業

2017 11
■野村総合研究所と日本マイクロソフト、「金融デジタルイノベーションコンソーシアム」
を設立

■レノボと富士通、PC事業の合弁会社を設立。FMVがレノボ傘下に
■ freeeとSlackが連携、Slack上で経費申請の承認・差戻し操作が可能に
■持ち物現金化アプリ「CASH」、DMMが70億円で買収

12
■ブロードコム、クラルコムの敵対的買収に乗り出す
■PFN、ファナックや日立製作所らから合計20億円超の資金調達
■米小売り大手Target、Amazon対抗で食料品配送のShiptを買収
■GMO、仮想通貨のマイニング事業を開始
■メルカリが研究開発組織を設立、シャープや落合陽一氏らと協力

2018 01
■幻冬舎とCAMPFIREが新会社「エクソダス」設立、出版費用をクラウドファンディングで
調達

■日産連合がVCファンド「アライアンス・ベンチャーズ」設立、5年間で最大10億ドル
投資

■ IIJ、デジタル通貨の取引・決済サービス事業に参入、合弁会社「ディーカレット」設立
■グーグル親会社アルファベット、サイバーセキュリティ組織「クロニクル」を立ち上げ

02

■東大が「バーチャルリアリティ教育研究センター」設立、VR普及の世界的拠点目指す
■H.I.S.と日本通信、新会社「H.I.S.Mobile」設立で旅行者向け「格安SIM」提供
■NTTデータ先端技術、体験を通じて顧客のAI活用を支援する「INTELLILINK AI Lab」設立
■トライアルカンパニーとパナソニック、スマートストアの実店舗営業と自動会計の実証実
験を開始

■ネットメディアの信頼性向上を目指して「インターネットメディア協会」の設立準備会が
発足

03
■ IPv6 IPoEの利用を推進する「NGN IPoE協議会」設立、朝日ネットら5社
■マストドンで被災地支援、「被災地支援のためのマストドン研究会」始動
■アップル、「雑誌のNetflix」的サービス「Texture」買収
■AIプロダクトの品質に対する適切な理解を啓発する「AIプロダクト品質保証コンソーシ
アム」設立

■Foxconn、PC周辺機器大手のBelkinを8.66億ドルで買収

04
■コインチェック、マネックスが完全子会社化、和田社長は退任へ
■Spotify新規上場、時価総額2.8兆円
■Spotify、著作権者への報酬適正化に向けLoudrを買収
■仮想通貨の登録済み交換業者新団体「日本仮想通貨交換業協会（JVCEA）」設立

05
■T-MobileとSprintが合併、5Gネットワーク構築を加速
■LINE、無料の名刺管理サービス「myBridge」提供
■キタムラ、「TSUTAYA」のCCCによる買収で上場廃止
■京王電鉄、電通大院・坂本教授と共同で新会社「感性AI」設立
■ソニー、新会社「みんなのタクシー」設立、AI活用の配車サービスなど準備中
■マイクロソフト、時価総額でグーグル親会社Alphabet抜く、100億ドル差

06
■AT&Tによる850億ドルでのタイムワーナー買収を米連邦地裁が承認
■マイクロソフトがGitHub買収、独立性を重視し今まで通り自由に利用できる方針
■メルカリ、マザーズに上場、初値は5000円、公開価格を67%上回る
■金融メディアのZUUが上場 ̶̶ 創業5年、率いるは元野村、大和の富裕層向け営業マン
■NTT東日本、AI・IoT技術の社会実装を加速させる「スマートイノベーションラボ」設立
■LINE、ブロックチェーンを用いた新プラットフォーム開発を発表

07
■グノシーとAnyPay、共同でブロックチェーン関連事業を行う合弁会社「LayerX」設立
■メルカリ子会社のメルペイ、新会社「メルペイコネクト」設立
■民間有志が「福岡ブロックチェーンコンソーシアム」を福岡市の後援を受けて設立
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08

■VTuberに特化した音楽レーベル、キングレコードとグリー子会社が設立
■日本仮想通貨交換業協会、金融庁に「自主規制団体」認定を申請
■BBIXとTrue IDC、タイで IXサービスを提供する合弁会社「BBIX Thailand」設立
■サイバーエージェント、広告事業に特化した「ブロックチェーンスタジオ」設立
■AI・ブロックチェーン活用グルメSNS「シンクロライフ」運営元とセレス社が提携
■ウォルマート、楽天Koboとの提携で電子書籍サービス開始
■TOKAIがみんな電力と資本業務提携、ブロックチェーン活用の再エネ事業に着手

09

■LINE、ブロックチェーンを活用する独自の汎用コイン「LINK Point」と「LINK」を発行へ
■GMOペパボ、セキュリティ特化の新会社「GMOペパボガーディアン株式会社」を福岡に
設立

■仮想空間サービス「cluster」事業拡大へ、KDDIなどから4億円調達
■楽天、「みんなのビットコイン」買収で仮想通貨交換業に参入
■電通テック、ブロックチェーンなどを活用し生活者主導の安全な個人情報管理を目指す
■エキサイトが上場廃止、新興ネット企業・XTechが買収
■博報堂、ブロックチェーンの新ビジネスの開発推進となる「HAKUHODO Blockchain
Initiative」発足

■モバイル決済の「Origami Pay」が総額66.6億円のシリーズC調達、 銀聯とも提携
■Salesforce.com創業者のベニオフ氏夫妻、TIME誌を1億9000万ドルで買収へ
■LINEと防災科学技術研究所が連携、AIで災害時の情報伝達を支援
■グーグル傘下のDeepMind、人工知能の研究でUnityと提携

10
■お金のデザイン、損保ジャパンなどから7億円調達
■ソフトバンクとトヨタが合弁会社「MONET（モネ）」設立、「オンデマンドモビリティ」
から事業を開始

■金融庁、「日本仮想通貨交換業協会」を自主規制団体に認定
■お坊さんが経営する京都の電力会社「テラエナジー」設立、寺院や檀家に供給
■TikTok擁するBytedanceが30億ドル調達報道、評価額は780億ドルで世界一に

Source：INTERNET Watch、ITmedia、CNET Japanほか

法制度・行政・事件・社会

2017 11 ■ParityのEthereumウォレットに深刻な脆弱性、巨額の暗号通貨が凍結中
■まとめサイト「保守速報」に200万円の賠償命令

12
■スパコン「暁光」のPEZY社長らが助成金約4億3千万円詐取の疑いで逮捕の報道
■大阪大学で不正アクセス、約7万人分の個人情報流出
■東京海上日動の代理店で5400件分の顧客情報流出
■Mirai亜種が国内の最大2万4000ホストに感染、ロジテック製Wi-Fiルーターの脆弱性を
悪用

■仮想通貨のマイニングでスマホのバッテリを破壊するトロイの木馬「Loapi」

2018 01
■「幻冬舎plus」に不正アクセス、最大9万人の会員情報が流出した恐れ
■GMOペパボ「カラーミーショップ」に不正アクセス、クレジットカード情報22件、個人
情報7万7385件流出

02
■コインチェック、「NEM」など580億円相当の仮想通貨が消失
■インテル製CPUのSpectre/Meltdown脆弱性を利用したマルウェアが発見
■国内でマイニングマルウェアが爆発的流行、1月は「CoinMiner」の検出数がトップ
■ポルシェ日本法人のデータベースに不正アクセス、3万1574件超の個人情報が漏えい

03
■電通国際情報サービス、シビラ、CERNが、量子コンピュータ環境下のブロックチェーン
利用を議論する「Table Unstable」設立

■公取委、独占禁止法違反の疑いでアマゾンジャパンに立ち入り検査
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04

■フェイスブック、英政治コンサルティング企業による不正取得で最大8700万人分のユー
ザー情報が流出

■政府による海賊版サイト「漫画村」などへブロッキング要請に対して通信業界団体などか
ら憂慮・反対の声

■朝日新聞など7社が「NAVERまとめ」の無断記事転載に対して申し入れ、LINEは34万件
を削除

■世界最大のDDoSサービスが摘発、月額わずか15ユーロで攻撃実行
■KDDI、トヨタなどシステム開発で協業、自治体に災害時の情報提供

05
■改正著作権法成立で著作者の許諾無しで書籍全文検索可能に、2019年1月から施行
■海賊版サイト「漫画村」、著作権法違反容疑で福岡県警などが捜査開始
■EUでGDPR（一般データ保護規則）が本格施行、一部米メディアがEUで閲覧不能に

06
■「Coinhive」で家宅捜索を受けたサイト運営者が刑事裁判を起こすことを表明
■「Mt.Gox」民事再生決定、破産手続きは中止
■著名ブロガーHagex氏刺殺、「ネット上で恨んでいた」など匿名投稿サイトに犯行声明か
■住宅宿泊事業法（民泊新法）が施行

07

■ファーストサーバの「Zenlogicホスティング」で大規模障害が発生中
■仮想通貨交換所「Binance」CEOが西日本豪雨被災者に1.1億円相当の寄付を表明
■講談社、「STOP！ 海賊版マンガサイト」テレビCM展開、全漫画誌に広告
■国交省、トヨタ、ホンダらが、豪雨被災地の通行可能な道がわかる呉市周辺のマップ公開
■アップルに独禁法違反の疑い、審査中にキャリアとの契約改定で調査は終了
■NECの無線LAN製品群「Atermシリーズ」に複数の脆弱性
■「コロコロ」「週刊少年ジャンプ」「週刊少年マガジン」、西日本豪雨を受けネットで無償
公開

■EUがグーグルに5700億円の制裁金支払い命じる
■明治大学に不正アクセス、学生や教職員など112人の個人情報流出
■イラストを無断転載した「VIPPER速報」「ガールズVIPまとめ」などのまとめサイトに30
万円の賠償命じる判決

■アマゾンの「アレクサ」向けに、赤十字で100円の寄付をして」で手軽に災害支援ができ
るスキルが登場

08 ■警視庁と JPCERT/CCが警告、仮想通貨を要求する不審な脅迫メールが相次ぐ
■マウント・ゴックス、民事再生手続きの受付開始

09

■北海道で災害時無料Wi-Fi「00000JAPAN」開放、まずはソフトバンクから
■欧州議会、「リンク税」を含むEU著作権法改正案を可決、コンテンツのネット利用に対
価、違法投稿防ぐ責任

■グーグル、科学者やデータジャーナリスト向けの「Dataset Search」立ち上げ
■ドコモ、ネットワーク仮想化による災害対策の実証実験に成功
■Zaifにハッキング、67億円相当の仮想通貨が不正流出、フィスコが50億円の金融支援
■前代未聞、ブロッキング法制化巡り委員の半数が反対
■フェイスブックやグーグルなど、偽ニュース対策に合意＝欧州委
■Facebook、脆弱性を悪用した攻撃で5000万人分のアクセストークンが流出、個人情報
は2900万人分が流出

10
■オーストリア赤十字社、ドローンが離発着できる災害救援車「Project Hero」導入
■Facebook、広告視聴時間の水増し問題で提訴される
■「TPP11」の12月30日発効で日本の著作権は「死後70年」に延長
■「漫画村は違法か」判断の裁判、異例の判決延期に、クラウドフレアが判決数日前に答弁書
■東京地裁、「無料公開」でも無断転載は違法と判決、「まとめサイト」側に賠償命令

Source：INTERNET Watch、ITmedia、CNET Japanほか
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その他

2017 11
■「NewsPicks」米国版正式公開、アリアナ・ハフィントン氏など参加
■Boston Dynamics、家庭用ロボット「SpotMini」の新モデル動画
■画像認識サービス「Amazon Rekognition」、リアルタイムの顔認識が可能に
■「Brave」ブラウザ、YouTuberへのビットコインでの投げ銭が可能に
■ビットコインが100万円突破、1月から10倍に

12

■ヤフオク！が不正出品の排除にAI、信頼性でメルカリに対抗
■アドビの人工知能「Adobe Sensei」、API公開へ
■ビットコインが200万円突破、12日間で2倍に
■アマゾンウェブサービスがセキュリティガイドライン「Fintechリファレンス・アーキテ
クチャー日本版」発表

■PS4が7000万台、PS VRが200万台突破、Switchは1年で1600万台超
■次世代4K/8K放送を録画するBlu-ray Disc、BDAが仕様決定
■「docomo with」の契約数が100万を突破
■グーグル親会社Alphabetのシュミット氏、会長退任へ

2018 01

■インテル、49量子ビットの量子コンピュータ用チップ「Tangle Lake」の開発に成功
■Kodak、ブロックチェーン採用の写真家向け著作権管理サービスで「コダックコイン」
発行

■Hulu、有料会員数が1700万人突破、総会員数は5400万人以上
■Spotifyの有料会員が7000万人突破
■「新R25」本創刊、デザイン刷新して「新R25総研」も
■エルトン・ジョン氏、自身最後のワールドツアーをVR映像とともに発表
■仮想通貨「モナコイン」を盗むウイルス作成容疑、高校生を逮捕

02

■76億円相当盗まれた仮想通貨マイニング能力売買サービス「NiceHash」、ユーザーへ全
ビットコイン返還開始

■ガススマートメーターを共同開発、KDDIと東洋計器がLPWAを活用
■ JPドメイン名の累計登録数が150万件を突破―日本レジストリサービス
■グーグル、「AMPストーリー」を発表、モバイル上の高速で美しい体験を実現
■KDDI、大林組、NEC、5Gを活用した建設機械の遠隔施工に成功
■小学館の女性誌ウェブメディアの月間UU数が総計1500万に到達、出版社女性誌ウェブ
メディアで最大規模に

03
■Dropboxがグーグル「G Suite」と連携、「Google Docs」などの編集が可能に
■Google、72量子ビットを実現した量子プロセッサ「Bristlecone」
■2017年の国内メーカーの携帯出荷台数、前年比105.6%の1799万6000台（JEITA、
CIAJ）

■GoogleやNetflixが主導するビデオコーデック「AV1」が正式リリース、4Kストリーミン
グの普及に期待

04
■前橋市教育委員、前橋市立の小中学校すべての子どもの個人情報2万5725件が流出した
可能性があると発表

■中央省庁2000人余のメールアドレス流出、ネット上で売買
■LPWAのデータ収集・可視化用 IoTプラットフォームをKCMEが開発

05

■「docomo with」の契約数が200万を突破
■ソニーの4Kテレビ新製品、全て「Googleアシスタント built-in」対応へ
■日本発の独立系ブロックチェーンスタジオ「HashHub」がローンチ、PoC開発も行う
■NECなど、LPWAでLPガス配送を効率化する大規模実験を名古屋で開始
■慶應義塾大、量子コンピュータ研究拠点「IBM Qネットワークハブ」を開設
■B Dash Venturesが設立した新 ICOファンド「B Cryptos」、QUOINEや ICON財団と提携
■イーサリアム上のDapps数が1000を超える、スケーリングを懸念する声も
■ブロックチェーン特化のコワーキングスペース「Neutrino」が渋谷に6月オープン ～電
通やみずほFG、オプト、博報堂などが11社がスポンサー
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06
■インスタグラム、MAUが10億人突破、新アプリ「IGTV」発表
■三井不動産とセンスウェイ、LPWAを活用した電気メーター遠隔検針の実証実験を開始
■グーグル、広告ブランドを刷新、「AdWords」と「DoubleClick」の名称を廃止

07
■ガチャピンがYouTuberに、UUUMのマネジメントでデビュー
■フリマアプリ「メルカリ」の累計出品数が10億品を突破
■「Google Chrome 68」公開、HTTPサイトには容赦なく警告を表示する仕様に

08
■アップルの時価総額が1兆ドル突破、米上場企業で初
■「PlayStation VR」の累計販売台数が300万台突破
■ピクシブ運営のマストドンインスタンス「Pawoo」、40万ユーザー突破

09
■総務省主導による2018年度の5G実証実験を発表。ドコモ、ソフトバンク、KDDIらと
全国

■「docomo with」の契約数が300万件を突破
■メタップスのブロックチェーン活用ゲーム「DIG STAR」が事前登録開始2日で12万人
突破

■合同会社きぼうソフト、「マストドン」の有名インスタンス「mstdn.jp」の運営権を譲受

10 ■Amazon、「Fire TV Stick 4K」を発表～予約受付を開始
■テックビューロ、Zaifの事業譲渡契約をフィスコ仮想通貨取引所と締結

Source：INTERNET Watch、ITmedia、CNET Japanほか
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