Telecom 年表

通信業界＆通信政策の歩み＜海外編＞
（太字は日本関連）

年月

海外動向

1949年
’51
’56
’69

米司法省：反トラスト法違反でAT&Tを提訴
米国：ページャーサービス開始
米司法省：AT&T和解成立
英国：郵便電気通信公社設立
米国：MCIが長距離専用サービス市場に参入
米国：オープンスカイポリシー決定により、
国際衛星市場が
競争に突入
米司法省：再度AT&Tを提訴
英国：ページャーサービス開始
米国：端末機器自由化
米国：エグゼキュネット判決により長距離電話市場が競争に
突入
米国：第二次コンピュータ調査裁定・基本サービスと高度
サービスを区分
英国電気通信公社
（BT）
設立
米司法省：AT&Tと和解修正同意審決→AT&Tの再編成確定
米国：セル式自動車電話サービス開始
英国：マーキュリーが専用サービス市場に参入
英国：電気通信法に基づきBTを民営化
米国：AT&T分割再編成
英国：セル式自動車電話サービス開始
米国：第三次コンピュータ調査裁定− ONA計画作成をBOC、
AT&Tに命令
米GTEとUT：合併によってUSスプリント社を設立
EC委員会：統合電気通信政策
「グリーンペーパー」
公表
英マーキュリー：ロンドンで電話サービス開始
フランス政府：VAN自由化
フランステレコム：ISDN商用サービス開始
EC委員会：端末機器の自由化に関する指令発令
米AT&T：ISDN商用サービス開始
英BT：ISDN商用サービス開始
西独郵電省：ISDN商用サービス開始
米AT&T：ONAを確定
オランダ政府：郵便電気通信庁を株式会社化して機器とサー
ビスを自由化
米FCC：料金規制を公正報酬率方式から料金上限方式に改定
西独：郵電改革法発効
西独：DBPテレコム、
DBPバンク、
DBPポストの３事業発足
米AT&T：ポーランドで国際電話専用サービス
英政府：
「複占体制見直し」
を決定するホワイトペーパー公表
英政府：電気通信自由化方針を発表
西独DBPテレコム：東独ドイチェポストを吸収
EC委員会：'98年１月から基本音声サービスを完全自由化す
る方針を採択
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54

海外動向
米バージニア州アレキサンドリア連邦地裁：電話と放送事業
の兼業を禁じたCATV法に違憲の裁定
米連邦最高裁：ベル系地域電話会社
（RHCs）
の情報サービス
事業への進出を認める最終決定下す

’94. 2
7
9

米バイアコム：パラマウントを買収
欧州委員会：情報ハイウェー構築の行動計画発表
英BT：MCIへの出資完了

’95. 9
10

米AT&T：同社を３社分割するリストラ策発表
米AT&T：全米規模で地域電話事業に参入する計画表明
米マーク・トウェイン銀行：世界初の電子通貨サービス開始

’96. 2
4

米議会：通信改革法案を可決
米SBCとパシフィック・テレシス：合併完了。初のベル同士
の合併実現
ITU：衛星携帯電話サービス会社に対する国コードの割当を
表明
フランス：新通信法およびフランステレコムの民営化法公布
ドイツ：新通信法が成立
英国：国際電話も設備ベースで参入可能に。複占体制を完全
に終了
オーストラリア：市内電話に競争導入。新規事業者オプタス
の参入により、
国営テルストラの独占崩れる
ITU：コールバック２方式について禁止決議採択
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フランス：独立規制機関ART発足
WTO基本電気通信交渉が妥結。NTT、
KDDを除く外資参
入の規制撤廃
フランス：相互接続に関する政令を公布。相互接続の条件・
料金設定の原則を規定
米FCC：アクセス・チャージ改革
（削減）
採択
中国：郵電省、
C&W系の香港テレコムへ出資
米FCC：国際電話の新たな料金設定基準
（ベンチマーク）
採択
Bell AtlanticがNYNEXを買収
KDD：国際接続料金問題で米FCCを提訴
世界無線通信会議
（WRC97）で新規加盟国にBS周波数を割
り当て
EU：域内のあらゆる通信サービスを完全自由化
WTO基本電気通信自由化、
正式に発効
スターハブ連合：移動体通信規格として
「GSM」
採用決定
KDD：米英独で電話サービス開始
JTアメリカ：米国で国際・国内長距離電話サービス開始
米AT&Tと英BT：提携を発表、合弁会社設立へ。またワール
ドパートナーズ1999年末解消発表
C&WとMCI：インターネット事業の合併取引完了
WorldcomとMCI：合併手続完了、
新会社MCI Worldcomに
グローバルワン：世界規模のATMネットワークサービス開始
米Iridium：衛星携帯電話サービス開始
米AT&T：IBMの通信事業
「グローバルネットワーク」
買収を発表
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年月
’93. 8
11

年月

海外動向

’98.12

米MicrosoftとQwest：企業向けネットワーク・サービスで提携

’99. 1

米最高裁：地域競争促進ルールで控訴審を逆転、
FCCの権限
を基本的に支持
英BTと米Microsoft：移動体通信部門で提携
米AT&T：TCIの買収完了
ITU：IMT-2000の基本規格合意成立
中国：WTO加盟に向けて電気通信市場開放で合意
米Microsoft：AT&Tに50億ドル出資、
CATV高速ネットで提携
中国チャイナ・テレコム：移動体部門分離
伊オリベッティ：テレコムイタリアを買収
EC委員会：支配的電話会社に電話網とCATV網の分離命令
米司法省：AT&TとBTの国際提携事業承認
英Vodafone、
米AirTouch：合併完了
米MCI Worldcom：Sprintの買収で合意
米SBC：Ameritechの買収完了
米FCC：AT&TとBTのグローバル合弁会社コンサートの設立
承認
中国：中国科学院、
鉄道省等が合弁で、
中国チャイナ・ネットコ
ム設立
米FCC：Bell Atlanticのニューヨーク州における長距離通信
サービス申請認可
欧州委員会：IT基本戦略eEurope採択
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香港政府：国際・ローカルの設備ベース通信市場を開放、
新免
許発給
英Vodafone：独マンネスマンを買収
台湾政府：固定電話市場を開放、
新免許を3件発給
シンガポール：通信市場自由化、
NTTコミュニケーションズ等
が出資するスターハブが参入
英VodafoneとBell Atlantic：合弁会社Verizon Wireless発足
中国チャイナ・モバイル：チャイナ・テレコムから分離独立し、
新会社として発足
英国：第三世代携帯電話免許、
オークションで5件交付、
落札
総額約3兆7,000億円
ITU：cdma2000、
WCDMA、
TD-SCDMA等5つの規格を3Gの
国際標準規格
（IMT-2000）
として採択
NTTドコモ：蘭KPNモバイルに15％、約5,000億円の出
資発表
米Bell AtlanticとGTE：合併、
新会社Verizon発足
米Qwest：USウエストの買収完了
MCI Worldcom：Sprint買収を断念
オランダ：第三世代携帯電話免許、
オークションで5件交付、
落札総額約25億ドル
米FCC：SBCのテキサス州における長距離通信サービス申請
を認可
欧州委員会：通信市場に関する新指令案採択
インド通信省：国内長距離電話自由化
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海外動向
香港パシフィック・センチュリー・サイバーワークス：香港テ
レコムとの合併完了
ドイツ：第三世代携帯電話免許、
オークションで6件交付、
落
札総額約4兆9,000億円
NTTコミュニケーションズ：米ベリオの買収を完了
タイ：TOT・CAT民営化法案が閣議通過、
通信自由化を規定
する新通信法発効
米SBCとBellSouth：移動体事業部門を統合、
新社名はCingular
欧州委員会：Time WarnerとAOLの合併計画を条件付認可
米AT&T：4分割計画を発表
米Worldcom：事業2分割計画発表
英BT：組織再編計画発表
NTTドコモ：米AT&Tワイヤレスに16％、約1兆792億円
の出資発表
米AT&T：上海電信と上海市政府との3者による通信合弁会
社が中国政府の認可取得
韓国：第三世代携帯電話免許、
SK Telecom系、
KT系両コン
ソーシアムが W-CDMA事業者として取得
英Vodafone：日本テレコムに15％、約2,500億円の出資
発表
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米FCC：米AOLと米Time Warnerの合併を条件付承認
米FCC：米SBCのカンサス州およびオクラホマ州における長
距離通信サービス申請承認
インド：通信自由化、
各営業地域
（Circle）
内の固定電話通信を
完全自由化
英Vodafone：米AT&Tの保有する日本テレコム株式10％
の買収を発表、
買収後の出資比率は25％に
オーストラリア：第三世代携帯電話免許、
オークションで6件
交付
米FCC：米Verizonのマサチューセッツ州における長距離通
信サービス申請承認
米FCC：ドイツテレコムによる米ボイス・ストリームと米パ
ワーテルの買収承認
英Vodafone：英BTの保有する日本テレコム株式20％の
買収を発表、
買収後の出資比率は45％に
フランス：第三世代携帯電話免許、
比較審査で2件交付
韓KT Freetel：KT M.Comを合併し、
SK Tele-comに次ぐ第2
位の携帯電話事業者へ
ドイツテレコム：米ボイス・ストリームと米パワーテルの買収
完了
シンガポールIDA：SCVとスターハブの合併を承認
フランステレコム：データ通信子会社イクアントに、
グローバ
ルワンを吸収して両社を統合
米AT&T：携帯電話事業AT&Tワイヤレスを分離
米FCC：米Verizonのコネチカット州における長距離通信
サービス申請承認
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年月
’00. 8

年月

海外動向

’01. 8

韓国：第三世代携帯電話免許、
LGテレコム系コンソーシアム
がcdma2000事業者として取得
米FCC：米Verizonのペンシルバニア州における長距離通信
サービス申請を承認
香港：第三世代携帯電話免許、
オークションで4件交付
英Vodafone：TOBにより、
日本テレコム株式の約21.7％
を取得、
TOB後の出資比率は約66.7％に
英BTと米AT&T：両社のグローバル合弁会社コンサートの解
消で合意
シンガポール・テレコム：豪C&Wオプタスの買収を完了
APEC：情報通信技術の活用を通じてニューエコノミーの実
現を目指す
「eAPEC戦略」
を発表
タイ：新通信法成立
米FCC：SBCのアーカンソー州及びミズーリ州における長距
離通信サービス申請を承認
米FCCと米ネクストウェーブ：第三世代携帯電話免許の紛争
和解で妥結、
再オークションでの落札事業者は落札額をFCC
に支払い、
ネクストウェーブはその一部を受け取ることに
英BT：携帯電話事業mmO2を分離
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米グローバル・クロッシング：連邦破産法第11条の適用を申請
台湾：第三世代携帯電話免許、
オークションで5件交付、
落札
総額約2,000億円
EU閣僚理事会、
議会：電気通信分野を規制する新指令を採択
米FCC：ブロードバンドサービスを情報サービスに分類する
決定を下す
米FCC：ウルトラワイドバンドの規制を緩和し､無免許での
利用を認める
独Eプルス：iモードサービス開始
（4月にはオランダのKPNモ
バイル、
6月には台湾のKGテレコム、
10月にはベルギーの
KPN Orange、
11月にはフランスのブイグ・テレコムが同サー
ビス開始）
EU：新たな規制枠組
（NRF）
発表
米AT&T：モバイル・インターネットサービス
「mモード」
開始
インド政府：国際通信を自由化するとともにインターネット
電話解禁
中国政府：通信最大手の中国電信集団を2社に分割、
それぞれ
北部、
南部を加入サービス営業地域とする
「中国網絡通信集
団」
と
「中国電信集団」
が発足。長距離系サービスは両社とも
全国が営業地域
韓国：KT完全民営化
ルクセンブルク：第三世代携帯電話免許、比較審査方式で3
件交付
欧州委員会：2005年を目途に、
ブロードバンドとアプリケー
ション・コンテンツ推進を柱とする
「eEurope2005アクショ
ンプラン」
を発表
ベトナム国会委員会：新たな郵便電気通信法成立

58

海外動向
米Worldcom：5,000億円規模の粉飾決算発覚
アイルランド：第三世代携帯電話免許、
比較審査方式で3件決
定、
すべてのEU加盟国で第三世代携帯電話免許決定
香港PCCW：携帯電話事業CSLの所有株式40%を、豪Telstra
に売却
米Worldcom：連邦破産法第11条の適用を申請、負債総額は
約4兆8,000億円
タイ電話公社：民営化の一歩として株式会社化
（TOT Corp.）
インドネシア政府：固定網市内通信自由化
独モビルコム
（携帯電話事業者）
：第三世代携帯電話事業凍結
発表
米FCC：衛星放送最大手の米ヒューズと、第2位の米エコス
ターの合併を承認しない判断を下す
米FCC：米ComcastによるAT&TのCATV部門の買収承認
Vodafoneグループ
（携帯電話事業者）
：
「ボーダフォン・ライ
ヴ！」
の提供を、
ドイツ、
ギリシャ、
アイルランド、
イタリア、
オ
ランダ、
ポルトガル、
スペイン、
英国の8 ヵ国で開始
テリア
（スウェーデン）
とソネラ
（フィンランド）
：合併完了
韓DACOM：電力系Powercommの45.5%取得
シンガポールST Tele-media：インドネシアのPT Indosatの
42%取得
Orangeスウェーデン
（携帯電話事業者）
：第三世代携帯電話
事業からの撤退表明

7

8
9
10
11

12

’03. 1
2
3

4
5
6

7

8

10

米AT&T ワイヤレス：無線LAN参入
タイHutchison CAT Wireless：CDMA 1x提供開始
英Hutchison 3G：欧州で最初の第三世代サービス
「3」
開始
米FCC：フィリピンへの計算料金支払停止を通信各社に命令
米T-Mobile：無線LANでBoingo Wirelessと提携
英Vodafone：ポルトガルTelecelを完全買収、
上場廃止へ
米Worldcom：再建計画を提出。MCIに社名変更
米Verizon Wireless：無線LANに参入
米FCC：メディア所有規制を緩和する裁定採択
中国政府：インターネットカフェ免許を5社に交付
フランス：移動体ナンバーポータビリティ開始
NTTドコモ、
テレフォニカ・モビレス・エスパーニャ（スペイ
ン）
がiモードサービス開始
英国：2003年通信法発効
独：市内電話で事業者事前選択制開始
ベトナムSaigon Postel：CDMA 1xサービス開始
米FCC：ILECの回線開放義務
（アンバンドリング）
に関する裁
定本文を発表
フランステレコム：仏Orangeの100%子会社化決定
米Time Warner：社名からAOLを外す
伊TIM：携帯電話
（GPRS）
でTV放送のストリーミング配信開始
米Verizon Wireless：EV-DOサービス開始
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年月
’02. 6

年月

海外動向

’03.10

イ ン ド：Reliance Infocommな ど が 提 供 す るCDMA方 式 の
WLLサービス回線数500万を突破
米国：移動体ナンバーポータビリティ開始。固定→移動体の
ポータビリティも実現
米Sprint PCS：携帯電話でTV放送のストリーミング配信開始
英BT：MVNO事業に再参入
米AT&T Wireless：EDGEによる高速データサービス開始
独Mobilcom：第三世代周波数免許返上
英規制機関Ofcom発足
インドネシアPT Mobile-8：CDMA 1xサービス開始
米FCC：News Corp.による米DirecTV買収を認可
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米国：迷惑メール規制法
「CAN-SPAM Act of 2003」
施行
韓国：移動体ナンバーポータビリティ制度を段階的に導入
ギリシャ TIMヘラス：ギリシャ初の3Gサービス開始
テレコムマレーシア：限定的に3Gサービス
（W-CDMA）
開始
Hutchison：香港で3Gサービス開始
英mmO2など欧州携帯電話事業者9社：アライアンス
「スター
マップ
（Starmap）
」
発表
Vodafone：ドイツ・イタリア・ポルトガル初の3Gサービス開
始
スペインTelefonica Moviles：スペイン初の3Gサービス開始
独T-Mobile、
伊TIM、
スペインTelefonica Moviles、
仏Orange
の欧州携帯電話事業者4社：アライアンス
「フリームーブ
（FreeMove）
」
結成
米国連邦控訴裁判所：FCCのILECに対するアンバンドル規
則を一部無効・差し戻しと判決
日本・中国・韓国：4Gの共通通信方式開発で政府間合意
米AT&T：米国ダウ工業株30種平均の公正銘柄から除外
日本・中国・韓国：ICタグの規格統一で合意
米MCI：再建完了
英Vodafone：英国初の3Gサービス開始
英Ofcom：通信分野の戦略レビュー発表
英BT：FMC型サービス
「ブルーフォン
（Bluephone）
」
提供に向
けて英Vodafoneと提携
全米で移動体ナンバーポータビリティ開始
（上位100大都市
圏は、
2003年11月24日から導入）
中国：携帯電話加入数、
3億突破
NTTドコモ：英3G事業者
「3」
から撤退
Vodafone：オランダ初の3Gサービス開始
英BT：IP電話への完全移行計画発表
フランス：新電子通信法発効
ドイツ：新電気通信法発効
CDMA2000の加入者、
世界で1億人を突破
欧州委員会：モバイル・ブロードバンド・サービスに関する報
告書採択
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海外動向
欧州委員会：双方向デジタルTVサービスの相互運用性に関
する報告書採択
米AT&T Wireless：デトロイト、
フェニックス、
サンフランシ
スコ、シアトルの4都市で、米国初のW-CDMAの商用サービ
ス開始
FTTHサービスの普及を目指す国際組織
「FTTHアジア・パシ
フィック協議会」
発足
韓国：固定電話ナンバーポータビリティのサービス展開がソ
ウル地域での実施をもって全国化
中国チャイナ・ユニコム：CDMA/GSMデュアルバンド携帯
「世界風」
発売
ポルコムテル
（ポーランド）
：ポーランド初の3Gサービス開始
英C&W：日本市場からの撤退発表
テリア・ソネラ：フィンランド初の3Gサービス開始
米Cingular：AT&T Wirelessとの合併完了
Vodafone：スイス初の3Gサービス開始
仏SFR：フランス初の3Gサービス開始
シンガポールテレコムなどアジア携帯電話事業者7社：
「ブ
リッジ・アライアンス
（Bridge Alliance）
」
結成
米FCC：VoIPに対しては州規制が適用されないことを決定
中国チャイナ・ネットコム：香港とニューヨークの証券取引所
に上場
豪Telstra：CDMA20001xEV-DOサービス開始
テレコムニュージーランド：CDMA2000 1xEV-DOサービス
開始
米FCC：ILECに対するアンバンドル義務に関する新規則を制
定
（2005年2月公表、
3月発効）
シンガポール既存携帯電話事業者3社：3G
（W-CDMA）の全
国展開完了

8
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韓国：移動体ナンバーポータビリティ制度を完全実施
韓国：衛星DMB
（デジタル・マルチメディア放送）
サービス開始
英BT：固 定 電 話 と 携 帯 電 話 の 融 合
（FMC）サ ー ビ ス
「BT
Fusion」
開始
英BT：アクセス部門の機能分離でOfcomと合意
米SprintとNEXTELの合併完了
米FCC：有線による広帯域インターネット・アクセス・サービ
スでの地域事業者の競争事業者への回線開放義務廃止
豪連邦議会：Telstraの政府持株売却法を可決
米Verizon Communications：光ファイバー網を利用した映像
サービス、
FiOS TV開始
O2アイルランド：
「iモード」
サービス開始
英O2：
「iモード」
サービスを英国で開始
米SBCとAT&T：合併手続が完了、
新AT&T発足
韓国：地上波DMB
（デジタル・マルチメディア放送）
サービス
開始
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年月
’04. 7

年月

海外動向

’05.12

米Cingular：3G網上でHSDPA技術を利用したブロードバン
ドサービス
「BroadbandConnect」
開始
英Vodafone：トルコTelsim Mobilを買収
英Carphone Warehouse：スウェーデンTele2の英国および
アイルランドの固定通信事業取得

’06. 1

英BT：アクセス事業部門｢オープンリーチ｣発足
米Verizon Communications：MCIの買収完了
欧州委員会：スペインTelefonicaによるO2グループの買収承認
中国情報産業部：TD-SCDMAを3G標準規格として承認
英Vodafone：ノルウェー Telenorにスウェーデン携帯電話事
業を売却
中国：携帯電話加入数、
4億突破
英CATV事業者ntlとTelewest：合併し、
国内第2位の固定通信
事業者ntl：Telewestが発足
韓国：携帯電話端末購入補助金の支給を一部解禁
仏第2固定通信事業者Neuf Cegetel：MVNOとして携帯電話
サービス開始
インド：携帯電話加入者数が1億突破
米FCC：VoIP事業者
（PSTN接続のみ）もユニバーサルサービ
ス基金の拠出対象事業者とすることを決定
米AT&T：IPTVサービス
「U-verse」
の商用サービス開始
フランステレコム：固定通信、
モバイル、
法人通信サービスの
ブランドを
「Orange」
に統一
韓KT、
SKテレコム：WiBro
（モバイルWiMAX）
サービス開始
英CATV事業者ntl：Telewest、
英ヴァージンモバイル
（MVNO）
を買収
英BT：ポーランド電気通信事業者Telexis Polskaを買収
米IntelsatとPanAmSatの合併完了
米FCC：3Gを含む高度無線サービス向け周波数免許のオー
クション実施
テレコムイタリア、
仏Neuf Cegetel、
英Carphone Warehose：
AOLからそれぞれドイツ事業、フランス事業、英国事業
（10
月）
を取得
米Sprint Nextel：EV-DO Rev.A方式によるサービス開始
豪Telstra：850MHz帯HSDPAネットワーク開始
AT&Tインド：インドで国内長距離・国際免許取得
米FCC：電力線によるブロードバンドを利用したインター
ネットアクセスサービスを
「情報サービス」
と定義
米Google：YouTubeの合併完了
豪Telstra：第3次株式放出で完全民営化達成
米AT&T：BellSouthの合併完了
韓国：衛星DMB
（デジタルマルチメディア放送）
の加入者100
万人突破
豪Telstra：リテール部門と卸部門の切り分け
（運用分離）
実施
ニュージーランド：通信法を改正し、
テレコムNZに対しロー
カルループのアンバンドルを義務付け
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年月

海外動向

’06.12

NTTドコモ、韓KTF、香港ハチソン等のアジアの携帯電話
事業者8社：アジア地域におけるアライアンス
「Conexus
Mobile Alliance」
立ち上げ

’07. 1
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8
9
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3

ベトナム：WTOに加盟、
通信ビジネスの外資開放線表を約束
英Vodafone：グループ傘下事業者の加入契約者数、
2億人突
破と発表
米Verizon Wireless：EV-DO Rev.A方式によるサービス開始
英Vodafoneと米MySpace：携帯SNSサービスで提携
英Vodafoneグループ：香港HTILとインド携帯電話大手
Hutchison Essarの株式買収
（67％）
で合意
米AT&T：BellSouthとの合併で取得した2.5 GHz 周波数帯を
米無線ブロードバンド事業者Clearwireに譲渡
米Verizon Wireless：MediaFLO方式による携帯電話向けTV
配信サービス開始
フランステレコム：FTTHによるブロードバンドサービス開始
カナダ：携帯電話番号ポータビリティ制度開始
マレーシア：スタートアップ企業4社がWiMAX免許取得
英BT：スペインでMVNOにより携帯電話サービス提供
英BT：Microsoftと提携し、
SaaS型ソリューションサービス
「BT Applications Marketplace」
提供開始
スペインTelefonica：イタリア企業との合弁会社を通じ、
テレ
コムイタリアの経営権取得
英Vodafone：インドHutchison Essarの株式67%を取得完了
韓SKテ レ コ ム：HSUPA
（High Speed Uplink Packet Access）
サービス開始
中 国 政 府：2006年1月 のTD-SCDMAに 続 き、
WCDMAと
CDMA2000を3G携帯電話の国内標準に認定
シンガポール・テレコム：HSDPAサービス開始
米Apple：iPhoneを米国で発売開始。米国ではAT&T Mobility
による独占提供
EU：加盟国内の国際ローミング料金規制を施行
韓国情報通信部：ドミナント事業者
（KTとSKテレコム）
によ
るFMCなどバンドルサービスの販売許可
欧州委員会：スペインTelefonicaにブロードバンド市場にお
ける競争妨害行為に1.5億ユーロの制裁金適用
欧州委員会：モバイルTVの規格としてDVB-Hの支持表明
台湾の6社：WiMAX免許を取得、
中華電信等は落札ならず
米FCC：RBOCの長距離サービスに関する新ルールを決定
し、
地域通信事業と長距離事業の分離義務緩和
韓LGテレコム：CDMA2000 1xEV-DO Rev.Aの商用サービ
ス開始
ニュージーランド：テレコムNZの機能分離の決定を発表、
2008年3月までに実施することを義務付け
ドイツテレコム：仏Orangeのオランダ携帯電話事業を13億
ユーロで買収完了

年月

海外動向

AT&T India：インドで統合アクセス免許を申請、
コンシュー
マ市場開拓へ
ITU：モバイルWiMAXを第6番目の3Gの国際標準規格
（IMT2000）
として採択
「3 Skype
11 ル ク セ ン ブ ル クSkypeと 英3 UK：Skype携 帯
phone」
を発売
米Google：携帯電話向けのソフトウェア・プラットフォーム
「Android」を発表。同時に、モバイルデバイス向けのオープ
ンプラットフォーム開発を目的とした業界団体「Open
Handset Alliance
（OHA）
」
の結成発表
米Apple：英O2 UK、独T-Mobile、仏Orangeを通じiPhone発売
中国網通：日本のウィルコムと次世代通信を含むPHS事業
を推進するための包括契約締結
EU：視聴覚メディア指令採択
ブラジル：サンパウロ首都圏で日本方式
（ISDB-T）
の地上デジ
12 タルテレビ放送開始
英Vodafone：Tele2のイタリア・スペイン事業の買収完了
韓SKテレコム：韓国第2位の固定電話事業者ハナロの株式
38.89％買収について情報通信部に認可申請
ブラジル：3Gサービス向け周波数免許
（1.9ＧHz帯および
2.1GHz帯）
のオークション実施
韓国：IPTV網による地上波再送信を可能とするIPTV法
（イン
ターネットマルチメディア放送事業法）
が国会可決

’07.10

’08. 1

スウェーデン テリア・ソネラ：アクセスサービス部門Skanova
Accessの機能分離実施
3 米国：700MHz帯無線周波数オークション終了。落札総額は
約96億ドル
（8,395億円）
。オープンアクセスが義務付けら
れたCブロックはVerizon Wirelessが落札
欧州委員会：DVB-Hを欧州のモバイルTV標準に決定
米Verizon Communications：ニューイングランド北部3州の
固定通信事業について、
米地域通信事業者のFairPointへの売
却を完了
ニュージーランド：テレコムNZの機能分離を実施し、
アクセ
ス部門
「Chorus」
の運用開始
4 豪Telstra：CDMAサービス停止
5 米AT&T Mobility：Qualcomm開発のMediaFLO方式による携帯
電話向けTV配信サービスを全米の58都市で開始
ス イ ス コ ム：DVB-H規 格 採 用 の モ バ イ ルTVサ ー ビ ス
「Bluewin TV mobile」
開始
英Vodafone：ドイツ固定通信大手Arcorを完全子会社化
中国政府：①中国電信による中国聯通のCDMA事業取得と中
国衛通の基本事業取得、
②中国聯通による中国網通の吸収合
併、
③中国移動による中国鉄通の完全子会社化決定
韓KCC：支配的事業者のバンドルサービス割引率を10％以
下から20％以下に規制緩和
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海外動向
シンガポールStarHub：NTTドコモと
「おサイフケータイ」
をベースとした電子マネーソリューションに関するMOU
締結
韓国：IPネットワーク上で地上波再送信を可能とする
「イン
ターネットマルチメディア放送事業
（IPTV）
法施行令」
成立
中国：携帯電話加入数、
6億75万件と6億の大台突破
米Apple：iPhone 3G、
22カ国で発売開始。米国ではAT&T
Mobilityによる独占提供
カナダ：高度無線サービス用周波数オークション
（2GHz帯／
計105MHz）
、
15社に計282件の免許付与
米Verizon Communications：光ファイバー回線を利用した映
像サービス、
FiOS TVをニューヨーク市5区の108地区で提
供開始
米FCC：米ComcastのP2Pトラフィック制限に対し、
「ネット
ワーク中立性に関する4原則」
に反するとして改善を命じる
裁定採択
ブラジル：固定および携帯のナンバーポータビリティ開始
欧州委員会：EU圏内国際通話ローミング料金の上限引き下げ
インド：携帯電話加入数、
3億500万件と3億の大台突破
米Sprint NEXTEL：ボルティモアでモバイルWiMAXサービ
ス
「XOHM」
の商用提供開始
フランス第2位携帯電話事業者SFR：Neuf Cegete
（l 固定通信
第2位）
を買収
米T-Mobile USA：GoogleのAndroid OS搭 載 端 末
「T-Mobile
G1」
販売開始
NTTドコモ：インドの通信事業者Tata Teleservicesの
26%株式取得合意
米FCC：デジタルテレビ放送用周波数帯の未使用チャンネル
（ホワイトスペース）
を免許不要機器に開放することを決定
スイス競争委員会：Swisscomに対しADSL市場における市
場支配力の濫用を理由に2.37億スイスフラン
（193億円）の
制裁金課す
韓KT：地上波再送信を含むIPTVサービス開始
米Sprint NEXTELと米Clearwire：モバイルWiMAX合弁会社、
新生Clearwireの設立完了
米Hawaiian Telecom：米連邦破産法Chapter 11による会社
更生手続き申請
イタリア：テレコムイタリアの機能分離計画を承認
北朝鮮：首都平穣でエジプト携帯電話事業者Orascom
Telecomが3G
（W-CDMA）
サービス開始
仏競争当局：OrangeのiPhone 3G独占提供差し止めへ
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’09. 1

中国：3G免許を交付
英Vodafoneと英Orange：基地局運営費の共同負担で提携へ
米Verizon Wireless：Alltelの買収完了、
AT&Tを抜いて携帯加
入者数トップに
独T-Mobile：Android携帯
「G1」
をヨーロッパで販売
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年月
’08. 6

年月

海外動向

’09. 2

米Google、
米Microsoftら7社：ホワイトスペース活用団体設立
仏司法当局：OrangeによるiPhoneの独占に終止符
予算総額7,900億ドルの米国復興・再投資法
（通称：景気対策
法）
が成立。72億ドルがブロードバンド振興に割り当て
ドイツ政府：2010年末までに全世帯にブロードバンドを普及
させるとしたブロードバンド網設備計画発表
ニュージーランド政府：15億NZドルを拠出する国家ブロード
バンド網構築基本方針案発表
NTTドコモ：インドの通信事業者TTSL社
（Tata Teleservices）
の株式26%取得
スウェーデン：違法ダウンロード取締強化のための新法発効
シンガポールIDA：次世代国家ブロードバンドネットワークの
運営事業者にNucleus Connect
（StarHub子会社）
選定
中国移動と台湾の遠伝通信
（FarEasTone）
：戦略的協定締結
インドの携帯電話加入数、
4億突破
欧州委員会：通話の着信接続料の規制に関する勧告採択
米AT&T：Verizon Wirelessの移動通信資産の一部を23億ド
ル超で買収に合意
米Verizon：アリゾナ州、
カリフォルニア州など14州のルーラ
ル地域における固定通信事業を86億ドルで米地域通信事業
者のフロンティアへ売却することで合意
NTTコミュニケーションズ：米国の海底ケーブル事業者
Pacific Crossing Limited買収
豪ACCC
（競争消費者委員会）
：VodafoneとHutchison Tele
communicationsの豪州事業の合併承認
韓KT
（固定）
とKTF
（移動体）
：合併し、
新KT発足
米Microsoft：新検索エンジン
「bing」
開始
ロシアWiMAX事業者Yota：モバイルWiMAXサービス開始
米Sprint NEXTEL：Palm Pre出荷開始
NTTド コ モ：イ ン ドTTSL社
（Tata Teleservices）の
GSMサービスの新ブランド
「TATA DOCOMO」
（タタ・ド
コモ）
発表
米国：アナログ放送終了
英国：包括的ICT戦略
「デジタルブリテン」
最終報告書発表
インドTATA DOCOMO：1秒単位課金を導入、
他社も追随へ
中国Huawei
（総合通信機器メーカー）
：上半期のモバイルネッ
トワーク用パケットコア機器の出荷量シェアが世界一に
中国政府：国内パソコンへのインターネット検閲ソフト
（グ
リーン・ダム）
の搭載義務履行の延期容認
米地域通信事業者CenturyTel：Embarq
（旧Sprintからスピン
オフした地域通信事業者）
を買収し、
社名をCenturyLinkに改
名
SEACOM
（本部：モーリシャス）
：アフリカとインド、
欧州を結
ぶ海底光ケーブル敷設完了
韓国：改正著作権法施行、
著作権違反の常習者に対するイン
ターネットへのアクセスを一定期間制限
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海外動向
米Microsoftと米Yahoo!：ネット検索事業の提携合意
米FCC：米Appleが米Googleの音声通信管理サービス
“Google Voice”のiPhone向けアプリ申請を却下した問題に
ついて調査開始
米Google：Schmidt CEO、
Appleの役員辞任
欧州委員会：
「LTE Advanced」
の研究開発に約24億円投資へ
米Verizon：Time Warnerの
「TV Everywhere」
構想参加
スペインTelefonica：中国聯通への出資率引き上げ
（8.06％）
合意
KDDI：香港のDMXテクノロジーズ・グループに約124億
円出資
（52.56％）
合意
米Twitter：つぶやきの権利はユーザーが保有とサービス規約
を改定
韓KCC：2010年3月から携帯電話音声通話サービスで1秒課
金を採用することを発表
中 国ZTE：携 帯 端 末 の2009年 第3四 半 期 出 荷 量 がSony
Ericssonを抜き4位に
米Vonage：iPhoneとBlackBerry向 けVoIP無 償 ア プ リ 提 供
開始
米FCC：米Googleの音声通信管理サービス“Google Voice”
が一部地域への通話を制限していることについて調査開始
仏憲法院：違法ダウンロード3回でネットを切断する
「3スト
ライク法」
承認
テレコムポーランド：機能分離実施により公平な市場競争を
促進することをポーランド当局と合意
米地域通信事業者FairPoint：連邦破産法Chapter 11による
会社更生手続き申請
米AT&T：米Centennial Communicationsの買収完了
インド：携帯電話で位置ベース
（電話する場所と時間帯に応
じて通話料が変動）
の課金制度導入検討
ドイツテレコム：国内の移動体通信部門と固定回線部門の事
業統合を株主が承認
米eBay：Skype株式の約7割を投資グループに売却完了
米Sprint NEXTEL：米MVNOのVirgin Mobile USAの買収完
了
韓KT：iPhone 3G発売、
6万人が事前予約に殺到
KDDI：香港DMX・Technologies Groupを連結子会社化
KDDI：欧州現地法人TELEHOUSE EUROPEが「Teraco Data
Environments」と提携し、
「TELEHOUSE CAPETOWN」
開設
米Time Warner：ClearwireのMVNOとしてノースカロライナ
州でモバイルWiMAXサービス開始。
米Comcast：米General Electric
（GE）傘下の米NBC Universal
の買収合意
スウェーデン テリア・ソネラ：世界初のLTE商用サービス開始
KDDI：ベトナムFIS（現地SI最大手）およびITX（株）と合弁会社
「TELEHOUSE VIETNAM」を設立、データセンター開設へ

8
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年月
’09. 7

年月

海外動向

’09.12

仏パリ地裁：Googleに対し、
著者の合意がない電子化の禁止
と30万ユーロの支払いを命じる
EU：新電気通信規則発効
仏規制当局ARCEP：光ファイバー網敷設に関する規制枠組
決定

’10. 1

韓LGテレコム、
LGパワーコムとLG Dacom：3社が合併
（合併
後のLGテレコムは7月にLG U+に社名変更）
米Google：Android端末
「Nexus One」
発売
KDDI：バングラデシュ最大手ISPのbracNetに50％出資
（約8億円）
インドBharti：バングラデシュ Warid Telecomの70％株式取得
韓KT：ルワンダ政府から、
5.7千万米ドル規模のネットワーク
構築の追加契約受注
KDDI：米国移民向けMVNO事業者Locas Telecommuni
cations,Inc. およびTotal Call International,Inc. に
約37億円出資
（各51%）
を合意
米Google：光ファイバーによる1Gbpsの超高速ブロードバン
ド網構築の実験計画発表
米司法省、欧州委員会：米Microsoftと米Yahoo!の検索事業提
携を無条件で承認
インドBSNL：国内初のWiMAXサービス開始
韓SK テレコム：携帯電話に秒単位料金制導入
欧州委員会：EU域内ローミング中のモバイルインターネット
利用料上限制度導入
韓国知識経済部：LG テレコムとSK テレコムの各企業連合を
スマートケアサービスの事業者に選定
米FCC：2020年までのブロードバンド振興策に関する提言
をまとめた
「全米ブロードバンド計画」
発表
インドBharti Airtel：クウェートZainと、
アフリカ15 ヵ国の携
帯電話事業買収で合意
KDDI：欧州現地法人TELEHOUSE EUROPEが南アフ
リカのヨハネスブルグにデータセンター「TELEHOUSE
JOHANNESBURG」
開設
KDDI：欧州現地法人TELEHOUSE EUROPEが英国ロン
ドンにデータセンター「TELEHOUSE LONDON
Docklands West」
開設
インド：3GおよびBWA用周波数免許のオークションを実施
米Apple：米国でWi-Fiモデルの
「iPad」
発売開始
米国連邦控訴裁判所：米Comcastのトラフィック利用制限に
関する裁判で、
FCCの規制権限を認めず、
FCC敗訴
中国：工業和信息化部など7政府部門の委員会：
「光ファイバ
ブロードバンド網建設に関する意見」
を通達、
FTTxの具体的
敷設目標値等も明示
ドイツ：モバイルインターネット向け周波数オークション開始
米国地域通信事業者のセンチュリーリンク：米国ベル系地域
電話会社
（RBOC）
のQwestを約106億米ドルで買収合意

2
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海外動向
欧州委員会：
「欧州デジタルアジェンダ」
発表
米Google：テレビ向けプラットフォーム
「Google TV」
発表
韓国：周波数オークションの導入を可能とする改正電波法成立
ロシア：ロシア政府の承認
（2009年）
に続き、
インカベントの
7地域事業者と長距離国際事業者Rostelecomの統合計画を
株主が承認
米AT&T：スマートフォン向けモバイルデータの無制限定額
制を廃止し、
新たに段階従量制料金プラン導入
インドBharti Airtel：クウェートZainからのアフリカ15 ヵ国の
携帯電話事業買収完了
フランス：超高速ブロードバンド国家計画発表
Orange UKとT-Mobile UK： 合 併 完 了、新 会 社 名 は
「Everything Everywhere」
中国政府：12の都市等を三網融合トライアル地域に指定とと
もに、
同都市等の人民政府に
「三網融合トライアル地区の課
題に関する通知」
発出
フィンランド：1Mbpsブロードバンド接続をユニバーサル
サービスに指定
米Motorola：無線通信ネットワーク部門の大半を12億米ドル
でNokia Siemensへの売却発表
韓国通信3社：3Gデータ定額制開始
（SK テレコム：2010年8
月30日、
KT：2010年9月10日、
LG U+：2010年10月1日）
台湾：モバイルWiMAX事業者6社のうち全球一動、
大同電信、
威達雲端電訊の3社が国内ローミングサービス開始
韓KCC：MVNO向けの卸売料金のガイドライン告示
中国、
台湾：中台経済協力枠組み協定
（ECFA）
発効、
2011年よ
り関税下げ開始、
同年3月11日までにサービス自由化の具体
的協議開始
台湾の
「経済日報」
、
台湾交通部郵電司長による台中間直通海
底ケーブル建設開放宣言報道
欧州委員会：ブロードバンド普及に関するNGA勧告、
周波数
政策プログラム等公表
米Metro PCS：ラスベガスで米国初のLTE商用サービス開始
英Ofcom：超高速ブロードバンドの卸売ローカルアクセス市
場の規制枠組み発表
フランス政府：個人情報消去権に関する憲章発表
NTT：Dimension Data Holdingsを子会社化
Android Marketのアプリ数、
10万本突破
欧州委員会：プライバシー保護対策を強化する方針を発表、
データ保護指令の見直し検討
米AT＆ T、
Verizon、米T-Mobile：非接触型モバイル決済の合
弁会社
「Isis」
設立発表
欧州委員会：Googleの競争法違反容疑に対する調査開始
KDDI：米Microfinance International Corporation
へ出資しグローバル送金・決済プラットフォーム事業へ参入

6
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年月
’10. 5

年月

海外動向

’10.12

米Verizon Wireless：米国内の38地域および主要空港でLTE
商用サービス開始
米Sprint：40 ～ 50億米ドル規模のネットワーク統合計画発
表
英オリンピック・文化・メディア・スポーツ省
（DCMS）
：超高
速ブロードバンド整備計画
「Britain’s Superfast Broadband
Future」発表
米Google：Android 2.3搭載端末
「Nexus S」
発売開始
タイ：国家放送通信委員会法
（NBTC Law）
発効
米AT&T：Qualcommから
「FLO TV」
に使用している700MHz
帯を19億米ドルで取得することに合意。
「FLO TV」
は2011
年3月末で終了
KDDI：台湾音楽コンテンツ配信会社KKBOXに76％出
資、
連結子会社化
米FCC：ブロードバンド事業者に対するネット中立性規則採択

’11. 1

KDDI：
「KDDIブラジル」
設立
中国聯通：台湾の中華電信／台湾大哥大／遠伝電信／台固網
路とTaiwan Strait Express-1
（TSE-1）
建設保守協定に署名
NTTドコモ、中国移動、韓KT：戦略的協力の枠組合意書を
締結
KDDI：TELEHOUSE NEW YORK Chelsea 開設
米FCC：Googleを含む9社をホワイトスペースデータベース
の管理者に指名
米Comcast：NBCユニバーサルの買収完了
米Verizon Wireless：CDMA版
「iPhone4」発 売。 米AT&Tの
独占販売終了
米連邦政府：4Gサービスの人口カバレッジ98%を目標とす
る無線ブロードバンド網拡大計画
「全米無線イニシアティ
ブ」
を発表
米Microsoft：ノキアと提携
米Amazon：一般向けクラウドサービス
「Cloud Drive/Cloud
Player」
開始
米地域通信事業者センチュリーリンク：米ベル系地域電話会
社
（RBOC）
Qwestの買収完了
露ロステレコム：8つのローカル会社を吸収合併
米FCC：モバイルデータサービスのローミング義務規制を採択
米Apple：スマートフォン、
タブレットの特許侵害でサムスンを
米国で提訴
韓サムスン：特許侵害でAppleを日本、
米国、
韓国、
ドイツで提訴
KDDI：
「KDDIロシア」
設立
米AT&T：固定ブロードバンド
（DSL、
光ファイバ）
に従量制料
金を導入
韓SKT：マレーシアWiMAX事業者P1への増資を決定
KDDI：TELEHOUSE Istanbul 開設
米T-Mobile USA：最大42MBpsのHSPA+サービス提供開始
米Apple：
「iCloud」
サービス発表

2
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韓KCC：NFCサービス活性化を目指す
「Grand NFC Korea
Alliance」
を設立
仏Vivendi：英VodafoneからSFR株式を取得
米Microsoft：クラウドサービス
「Microsoft Office 365」を世
界40カ国で提供開始
欧州委員会：国際ローミング規則改正案を発表
米Verizon Wireless：スマホ向け無制限定額制のデータ通信
プランを廃止、
従量制料金を導入
米FCC：1992年ケーブル法に基づく番組配信規則の改正を
採択
韓KCC：AppleとGoogleの位置情報収集に違法判断
米AT&T：シカゴなど米国5都市でLTE商用サービスを開始
米Google：
「Google Wallet」
開始
KDDI：韓コンテンツ配信会社CDNetworksに85.5%出資
米Microsoft：Skypeの買収完了
欧州電子通信規制機関
（BEREC）
：開所
米FCC：ユニバーサルサービス基金及び事業者間補償制度の
改革を決定。新基金を創設し、
補助対象を音声からブロード
バンドへ移行
韓KT、
ソフトバンクテレコム：日本企業向けデータセンター
合弁事業
「kt-SB data service」
を韓国に設立
米国：ブロードバンド事業者へのネット中立性規則が発効
フランス：国家ICT計画
「France Numerique 2020」
発表
KDDI：TELEHOUSE Hong Kong CCC開設
米Verizon Wireless：ケーブルテレビ事業者からの周波数免
許取得、
双方のサービス再販で合意
EU理事会：欧州のオープンインターネットとネット中立性に
関する最終決議を採択
米AT&T：米T-Mobile USAの買収を断念
米FCC：AT&TによるQualcomm保有の周波数
（700MHz帯）
買収を承認

7
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KDDI：TELEHOUSE Frankfurt 開設
フランス：第4の携帯電話事業者Free Mobile参入
ITU：LTE-AdvancedとWiMAX2を4G規格IMT-Advancedとし
て承認
欧州委員会：データ保護法案を発表
米国：ノースカロライナ州で世界初となるホワイトスペース
を利用した無線ネットワークが運用開始
欧州委員会：無線周波数政策プログラム決定
（RSPP）
を採択
米FCCにインセンティブ･オークションの実施権限を付与す
るための法案が成立
米ホワイトハウス：
「プライバシー権利章典」
発表
米Google：新プライバシーポリシーの適用開始
米AT&T：LTE対応Windows Phone端末
「Nokia Lumia900」
発売
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年月
’11. 6

年月

海外動向

’12. 4

韓国通信3社
（KT、
SK Telecom、
LG U+）
：LTE全国網構築完
了
インドBharti Airtel：コルカタでインド初の
「TD-LTE」
開始
米FCC：新ユニバーサルサービス基金
「コネクトアメリカ基
金」
立ち上げ
中国移動香港：FDD-LTEサービス開始
米Facebook：米Nasdaq市場に株式上場
米Google：米Motorola Mobility買収完了
米Verizon：下り最大300MbpsのFTTHブロードバンドサービ
スの提供開始
欧州委員会：デジタルアジェンダの進捗状況を発表
英BT：超高速ファイバーブロードバンドのパイロットサービ
ス提供開始
米Verizon Wireless：データ利用量を複数デバイスでシェア
する
「データシェアプラン」
提供開始
欧州委員会：国際ローミング規則を改正。2014年7月以降、
国内サービスの契約事業者とは異なる事業者の国際ローミ
ングサービスを利用できるよう義務付け
英Ofcom：英BTの卸専用回線にプライスキャップ導入を提案
韓SK Telecom：LTE網で世界初の3D伝送に成功
ロシア通信4社
（MTS、
MegaFon、
VimpelCom、
Rostelecom）
：
LTE全国免許獲得
米Sprint：アトランタ、ダラスなど15都市で
「LTE商用サービ
ス」
提供開始
韓国放送通信委員会
（KCC）
：キャリアによる
「OTT VoIP」
の
非中立的取り扱いを許容
欧州委員会：ネット中立性に関するコンサルテーションを開
始
英Vodafone：Cable & Wireless Worldwide買収を完了し、完
全子会社化
米MetroPCS：米国初の
「VoLTEサービス」
開始
米Googleと米FTC：Safariのプライバシー設定回避問題で
和解が成立
米Facebookと米FTC：プライバシー問題に関する和解が成
立
米司法省とFCC：Verizonと大手CATVの周波数取引を承認
中国、
台湾：中国福建省厦門、
台湾金門群島間に初の直通ケー
ブル開通
米AT&T：データ利用量を複数のデバイスでシェアする
「デー
タシェアプラン」
提供開始
台湾国家通信放送委員会
（NCC）
：4G免許をオークションに
より、
2013年末に発給と発表
韓SK Telecom、
LG U+：同国初の
「VoLTEサービス」
開始
米Apple：
「iPhone 5」
発表
香港ハチソン・グローバル：初の外資系企業としてミャンマー
で
「国際音声・データ通信サービス」
開始
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英国公正取引庁
（OFT）
：VodafoneとO2のネットワーク共用を
承認
ソフトバンク：米Sprint Nextelの買収を発表
（201億米ド
ル）
EU各国：米Googleの新プライバシーポリシーに対し、
修正の
実施を強く警告
米Verizon：AT&T、
T-Mobileの合弁会社
「Isis」が
「NFCモバイ
ル決済サービス」
開始
英Everything Everywhere：4G LTEサービス
「4GEE」提供開
始
KDDI：
「TELEHOUSE MOSCOW」
開設
欧州委員会：2GHz帯のLTEへの再割当を決定。加盟国は
2014年7月までに当該周波数を開放
米AT&T：総額140億ドルのネットワーク投資計画を発表
英政府：欧州理事会で欧州委員会の個人情報保護規則案に
反対
米Google：最大１GbpsのFTTH ブロードバンドサービスを
開始
インドBharti Airtel：
「One Networkサービス」
でアフリカ17カ
国と南アジア3カ国を結合
仏Orange：法人ユーザを対象に
「LTEサービス」
開始
バングラデシュ Grameenphone：モバイルバンキングを開始
ITU：世界国際電気通信会議で国際電気通信規則
（ITR）の改
正文書を採択。89カ国が署名したが、
EU諸国、日米等55カ
国が署名を見送り
「デジタルto-do
欧州委員会：2013年～ 2014年に実施すべき
リスト」
（7項目の優先課題）
を発表
米FCC：米Dish Networkによる2GHz帯Sバンドでの無線ブ
ロードバンド展開を承認
米Sprint：米WiMAX事業者Clearwireの完全子会社化を発表
韓KTとLG U+：
「LTEデータシェアプラン」
提供開始
米FCC：米AT&Tによる米NextWaveからの周波数取得を承
認
中国移動香港：FD/TD-LTEの商用デュアル運用開始
北斗衛星導航系統
（中国版GPS）
：サービス開始

11

12

’13. 1

KDDI:「KDDIミャンマー」
設立
米Google：独禁法違反問題でFTCと和解
ミャンマー政府：電気通信免許を2013年上期に2件交付と発
表
インドTata：TGN大西洋海底ケーブルの容量を100Gbpsに
拡張
仏OrangeとSFR：パリの一部で
「4G LTEサービス」
開始
韓国通信3社:LTEの無制限データプランを提供
カナダRIM：新OS「BlackBerry 10」
のリリースに合わせ、
社名
を
「BlackBerry」
に変更
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年月
’12.10

年月

海外動向

’13. ２

米オバマ大統領：サイバーセキュリティ強化に向けた大統領
令に署名
米Comcast：米NBCユニバーサルの完全子会社を発表
米AT&T：米GMの 車 載 情 報 通 信 サ ー ビ ス
「OnStar」にLTE
ネットワークを提供へ
EU各国：Googleに対して新プライバシーポリシーを巡り、
制
裁を含む追加装置実施で合意
英Ofcom：
「4G LTE」
の周波数オークションで、
既存通信事業
者４社および新規参入通信事業者１社が落札
米T-Mobile USA：商用LTEサービスを開始
欧州委員会：ブロードバンド構築コスト削減のための規則案
発出
米T-Mobile USA：
「iPhone」
提供開始
米AT&T：スマートホームサービス
「Digital Life」
提供開始
米T-Mobile USAとMetroPCS：合併
欧州委員会：ネット中立性の戦略案を公表
韓国：商用化2年でLTE加入者数が3G加入者数を逆転
フランステレコム：社名をOrangeに変更
米Sprint：Clearwireの完全子会社化を完了
ソフトバンク：米Sprintの買収を完了
ドイツ：スペインTelefonica、
オランダKPNのドイツ携帯子会
社E-Plusの買収を発表
韓国:LTE向け新周波数オークションでKT、
SKTとLG U+が
落札
Nokia：携帯端末事業をMicrosoftに売却
米Apple：iPhone 5s/5cを発表、
9月20日より発売開始
欧州委員会：通信単一市場創設のための法案群
「連結された
大陸」
を採択
ドイツ：英Vodafone、独ケーブルテレビ大手Kabel Deutsch
landの公開買付に成功
台湾国家通信放送委員会：6社
（うち、新規参入2社）に4G事
業免許を付与
米Twitter：ニューヨーク証券取引所に上場
香港：規制機関のCAが3G周波数帯の再入札を決定
EU：次世代研究開発支援プログラム
「Horizon 2020」
成立
中国工業情報省：中国移動、
中国電信、
中国聯通の3社に4G事
業免許を交付
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米連邦控訴裁：FCCのネット中立性規則の一部を無効とする
判決を下す
ブラジル独占規制機関：ポルトガル・テレコムとブラジルOi
の合併、
承認
中国移動：iPhoneの販売を開始
ソフトバンク：米携帯端末卸売大手のBrightstarを12.6
億ドルで子会社化
ミ ャ ン マ ー 情 報 通 信 技術 省：Telenor MyanmarとOoredoo
Myanmarに通信事業免許を正式に交付
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海外動向
インド：900MHzおよび1800MHz周波数帯のオークション
で7社が落札
米Verizon：Verizon Wirelessの完全子会社化を完了
韓国：加入者への過剰な補助金の支給で、携帯3社に45日間
の営業停止処分
米AT&T：プリペイド事業者Leap Wirelessの買収を完了
フランスVivendi：Alticeの提案を受け入れ、
SFRとNumericable
が統合へ
米FCC、
Wi-Fiの混雑解消のため、
5GHz帯に免許不要帯を追
加することを決定
NTTドコモ：インドTata Teleservicesの全株式売却
欧州連合司法裁判所：データ保持指令を無効とする判決
欧州連合司法裁判所：
「忘れられる権利」
を認める判決
米AT&T：一部地域でVoLTE/HD Voiceの商用サービス開始
メキシコ：改正電気通信事業法が成立
米国で携帯電話のSIMロック解除を認める法律が成立
ミャンマー Telenor：携帯電話サービスの提供を開始
ミャンマー Ooredoo：携帯電話サービスの提供を開始
米Apple：iPhone 6とiPhone 6 Plusを発売開始
米Verizon Wireless：VoLTE/HD Voiceの商用サービス開始
中国Alibaba：ニューヨーク証券取引所に上場
中国移動：タイTrue Corp.に資本参加。株式の18%を買収
ミャンマー MPT：KDDIおよび住友商事と提携し、新体制
にて携帯電話サービスの提供を開始
韓国、
端末への販売奨励金を規制する
「端末流通法」
施行
欧州委員会：
「関連市場」
の勧告を改正
メキシコAmerica Movil：Telekom Austria株式の約60%を取
得
米Facebook：メッセージングアプリの米WhatsApp買収を
完了
ルワンダ：政府と韓KTによる卸売りLTEネットワークが稼働
米Motorola Mobility：レノボによる買収が完了し、
100％子会
社に
ブラジルOi：ポルトガル資産のAlticeへの売却で合意

3

4
5
7

8
9

10

11

12
’15. 1

2

3

米Google：
「Google Glass」
の販売を一旦終了
米AWS-3オークションが終了。落札総額は過去最高の449
億ドル
TeliaSoneraとTele2のノルウェーでの事業統合が承認
米FCC：新たなネット中立性規則を発表。ブロードバンドを
電気通信サービスに再分類
米AT&T、
米T-Mobile US、
米Verizon Wirelessのモバイル決
済合弁会社、
米Softcard
（旧ISIS）
が3月末でサービス終了
英Ofcom、
デジタル通信市場の包括的見直しを開始
香港Hutchison、スペインTelefonicaと英国事業
（Three・O2）
の統合で合意
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年月
’14. 2

年月

海外動向

’15. 4

米Apple：腕時計型端末
「Apple Watch」を4月24日より米国、
日本を含む9カ国・地域で発売開始
米Google：独自携帯サービス
「Project Fi」
発表
米オバマ大統領、国家安全保障局
（NSA）による通話記録収
集を禁止する
「USA Freedom Act of 2015」
に署名
英Vodafone、
英国で固定ブロードバンドサービスの提供を開
始
シンガポール、
2017年3月末で2Gサービスを終了すると発
表
韓 3キャリア、
世界初となるVoLTEのキャリア間相互接続運
用を開始へ
米Verizon、
AOLの買収を完了。買収価格は44億ドル
米AT&T、
米DirecTVの買収を完了。買収価格は485億ドル
米Netflix、
日本国内でのサービス提供開始
米Verizon、モバイル向けOTTビデオサービス、
「go90」の試
行提供を開始
米Apple、
iPhone 6Sと6S Plusを発表。あわせて、毎年新し
いiPhoneが手に入るアップグレードプログラム「iPhone
Upgrade Program」
を米国で開始すると発表
欧州司法裁判所、
米欧セーフハーバー枠組みを無効と判決
中国：中国鉄塔、
3大キャリアの鉄塔資産を買収
欧州議会、
域内ローミング無償化・ネット中立性保証の法案
を可決
米Sprint、
消費者向け長距離固定電話サービスを廃止
米Sprint、
WiMAXネットワークの運用を終了
ITU、
2015年世界無線通信会議
（WRC-15）を開催。5G周波
数の検討対象として25 〜 86GHzの11バンドを選定
台 亜太電信
（APT,携帯4位）
と国碁電子
（Ambit,携帯5位）
合併
中国：工業・情報化部、
2018年までの3カ年行動計画、
「互聯
網＋
（インターネットプラス）
」
を公布
欧州Altice：米ケーブル事業者Suddenlinkの買収を完了
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英BT、
EE買収を完了
欧州委員会と米国、新しいデータ流通枠組
「プライバシー
シールド」
創設で合意
NTTドコモ、KT、SK TelecomおよびVerizon：「5G
Open Trial Specification Alliance」の立ち上げに向
け合意
英Ofcom、
デジタル通信市場包括的見直しの第一次結論。
BT Openreachの構造分離は見送り、
機能分離を強化する内
容
KDDI：モンゴルの通信事業者MobiComに追加出資し子
会社化
米Apple、
4インチディスプレイ搭載の小型iPhone、
「iPhone
SE」
を発表
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米FCC、
放送周波数
（600MHz帯）
を対象とするインセンティ
ブオークションを開始
米FCC、
低所得者向けユニバーサルサービスの
「ライフライ
ンプログラム」
にブロードバンドを追加することを決定
ミャンマー：第4の事業免許割当の最終候補にベトナムViettel
を選定。国内企業11社とコンソーシアム結成へ
EUで一般データ保護規則が公布。施行は2年後
欧州委員会：英国のThreeとO2の事業統合を認めない判断
米Charter：Time Warner CableおよびBright Houseの買収を
完了
モンゴルMobiCom:ウランバートル市内で
「4G LTE」
サービ
スを提供開始
米Microsoftと 米Facebook:大 西 洋 横 断 海 底 ケ ー ブ ル 計 画
「MAREA」
を発表
ソフトバンク、保有する阿里巴巴
（Alibaba）の一部株式を
約80億ドルで売却
欧州Altice、
米ケーブル事業者Cablevisionの買収を完了
ブラジル通信大手Oiが経営破たん、
事業再建へ
韓 SKテレコム LoRa規格IoT全国ネットワーク構築完了
米欧プライバシーシールド発効
米FCC、
5G向け高帯域周波数のサービスルールを決定
韓 公正取引委員会、
SKテレコムとCATV最大手CJハロービ
ジョンの合併不許可
韓 MVNO育成中心の2016年競争政策パッケージ発表
米Verizon、米Yahooの中核事業を48億ドルで買収すること
に合意
Uber、
中国事業をディディ・チューシン
（滴滴出行）
に売却
欧州委員会、違法な税制優遇でAppleに最大145億ドルの追
徴金
ソフトバンク、
英半導体企業ARMを買収、
完全子会社化
米Apple、
「iPhone 7」
「iPhone 7 Plus」
を発表
米Yahoo、
5億件以上の個人情報がハッキングにより流出と
発表
米Google Fiber、
米無線ブロードバンドプロバイダー、
Webpassの
買収を完了
米AT&T、
米Time Warnerを854億ドルで買収することに合意
米FCC、
ブロードバンド事業者に対するプライバシー保護義
務規則を決定
ミャンマー MPTが4Gサービスの提供を開始
韓 KTとLG U+、
2017年3月までにNB-IoTネットワーク共同
構築
韓 サムソン電子、
バッテリー発火でギャラクシーノート7の
販売中止を発表
英Ofcom、
BTとOpenreachの法的分離を決定
米AT&T、
OTTビデオサービス
「DirecTV Now」
の提供開始
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年月
’16. 3

年月

海外動向

’16.12

EU、
MicrosoftのLinkedin買収を条件付きで承認
米Verizon、
データセンター事業を米Equinixに売却すること
に合意
米Yahoo、
新たに10億人分のデータ流出を発表
豪固定通信事業者TPG Telecom、シンガポール無線市場へ
の参入が決定
ソフトバンク、米衛星通信事業者のOneWebに10億ドル
を出資すると発表
EU司法裁判所、
英データ保持および調査権限法をEU法違反
と判決

’17. 1

韓 5G周波数分配計画を盛り込んだ中長期周波数計画公表
米Sprint、音楽配信サービスTIDALの株式33%を取得すると
発表
FCCの新委員長に共和党のAjit Pai委員が就任
中国工業・情報化部、
インターネット・アクセス・サービス市
場規範に関する通知
（VPN規制）
を公布
米Verizon、米XO Communicationsのファイバー事業買収を完了
米Verizonによる米Yahooの中核事業買収、
3.5億ドル減額し
44.8億ドルで再合意
印Bharti Airtel、
Telenor India買収で合意。Telenor、インドか
ら撤退
米Windstream、
米EarthLinkの買収を完了
中国 携帯電話の国内長距離電話料金および国内ローミング
料金の撤廃を提示
英Ofcom、
Openreachの法的分離についてBTと合意
印Vodafone IndiaとIdea Cellular、
合併で合意
米FCC、
インセンティブオークションの結果発表。上位落札
者は米T-Mobile、
米Dish、
米Comcast
FCCのブロードバンド・プライバシー規則、
トランプ大統領
の署名により廃止
英政府、
2017年デジタル経済法を施行
米Comcastと米Charter、
無線事業で提携
韓 文大統領、
家計の通信費削減のための８大政策を発表
米FCC、
ネット中立性規則の見直しを開始。ブロードバンド
を再び情報サービスとすることを提案
米Comcast、米VerizonのMVNOとして
「Xfinity Mobile」の提
供を開始
欧州委員会、
WhatsApp買収に関してFacebookに制裁金を課す
欧州委員会、
仏Vivendiの伊Telecom Italia買収を条件付き許可
中国、
インターネット安全法を施行
米Verizon、米Yahooの買収を完了。先に買収した米AOLの
事業と統合し、
メディア会社Oathを新設
中国工業・情報化部、
800MHz、
900MHz、
1.8GHz、
2.1GHzに
おけるNB-IoT周波数使用方針を発表
欧州委員会、検索エンジンの反競争行為に対しGoogleに制
裁金を課す
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タイDTAC、
LINEと提携し、
「LINE Mobile」
ブランドのプリペ
イドサービスを開始
韓国KTとLG U+、
NB-IoT全国ネットワーク構築完了
韓国、
文在寅政権の政策ロードマップ
「国政運営5 ヵ年計画」
を発表
韓国、
省庁再編で未来創造科学部が科学技術情報通信部に名
称変更
韓国、
国内2件目のネット専業銀行カカオバンクがオープン
中国聯通、
混合所有制
（民間資本受け入れ）
により戦略投資家
からの出資受け入れ
米Apple、
新製品の
「iPhone X」
や
「iPhone 8」
などを発表
韓国科学技術情報通信部、
端末補助金に代わる通信料金割引
を25％に引き上げ
韓国放送通信員会、
端末補助金上限制廃止
ソフトバンク、豪LendleaseとのJVにより米国で通信イ
ンフラ事業に進出
米CenturyLink、
米Level 3の買収を完了
米FCC、
24GHzと47GHzを5G周波数に追加することを決定
米司法省、米AT&Tによる米Time Warner買収の差し止めを
求めて提訴
中国工業・情報化部、
3.4GHz-3.6GHz、
4.8GHz-5GHz帯の5G
システム周波数利用計画を公布
米T-Mobile、新興ケーブル事業者Layer3TVを買収。2018年
に映像サービスを開始と発表
米Disney、
米21st Century Foxを524億ドルで買収すること
に合意
米FCC、
ネット中立性規則の大部分を廃止し、
ブロードバン
ドを情報サービスに再分類することを決定
印Reliance Com、
無線事業からの事実上の撤退を表明
韓国科学技術情報通信部が2018年6月に5G周波数オーク
ションを開催すると発表
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欧Alticeグループ、
米Altice USAのスピンオフを発表
フィリピン政府、
第3の事業者参入に関するガイドラインを
発表
米Google、
新たな海底ケーブル3本の敷設計画を発表
米Sprint、米ケーブル事業者Coxとブロードバンドインフラ
利用等に関する業務提携に合意
中国、
MVNOの正式開始に向けて意見募集を開始
中国のインターネットユーザ、
2017年末で7.7億に到達
韓国KT、
平昌冬期五輪で世界初の5G試験サービスを提供
韓国SKテレコム、
LTE Cat.M1方式LPWA全国網構築完了。
4月に商用サービス化
米Comcast、
米Foxに対抗して英Skyに買収オファー
韓国SKテレコム、
携帯電話中途契約解除料金水準大幅見直し
中国、
全人代で李総理がモバイルデータ通信のローミング料
金の廃止方針を発表
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年月
’17. 6

年月

海外動向

’18. 3

メキシコ規制当局、
América Móvilに対して2年以内のアクセ
ス分離を指示
伊TIM、
固定インフラ事業の分社化を決定
シンガポールBroadcom、米政府の反対を受け米Qualcomm
の買収を断念
ベトナムViettel、ミャンマーで
「Mytel」ブランドの無線サー
ビスを開始
米Sprintと米T-Mobile、
合併に合意
EU、
一般データ保護規制
（GDPR）
が発効
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