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ＭＣＣ研修資料 

２０１３年１１月１５日 



２０１２年タイム誌のPerson of the Year 
1927年のリンドバーグ以来の若さ！ 



 
史上最年少の億万長者 
Mark Elliot Zuckerberg 

 • 2010年、フォーブス誌の億万長者に 

 当時25歳の最年少でランクインした。 

 その時点で推定総資産額は約40億ドル 

• 2011年 135億ドル、52位 

• 2012年 175億ドル、35位 

• 2013年 １９０億ドル、２０位 
 

• 因みに1位はビル・ゲイツ（５７）、資産総額７２０億ドル、２０
年連続首位となった。億万長者とはbillionaireのこと 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%B9_(%E9%9B%91%E8%AA%8C)


本にもなったし・・・ 



映画にもなった・・・・ 

• 2010年9月24日、
Facebook創設への経緯

を描いた映画「ソーシャ
ル・ネットワーク」が公
開される。 

 

• 日本では2011年1月15
日公開。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF_(%E6%98%A0%E7%94%BB)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF_(%E6%98%A0%E7%94%BB)


創生の舞台は名門ハーヴァード大学 



１６３６年ジョン・ハーヴァードが創立 
コロンブスのアメリカ発見：１４９２年 
合衆国（１３州）の独立：１７７６年 



ハーヴァードの４人の学生が・・ 
（この図は映画の一場面） 



実際の顔は・・・ 
左から２人目がザッカ―バーグ、１人置いてモスコヴィッツ 



 
マーク・エリオット・ザッカーバーグ 

Mark Elliot Zuckerberg 

  

1984年5月14日 
ニューヨーク州ウェストチェスター
郡ホワイト・プレインズで歯科医
の父親と精神科医の母親からな
るユダヤ教徒の家庭に生まれた。 
 
名門フィリップス・エクセター・アカ
デミーから2003年ハーヴァード大
学へ進学。 
 

フェイスブック創立と共に２年で
中途退学 
   

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1984%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1984%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8814%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8814%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8814%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8814%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B7%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%83%A1_(%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B7%9E)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%83%A1_(%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B7%9E)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BA_(%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B7%9E)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91%E5%8C%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E6%95%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%BC


ザッカーバーグは高校時代から 
コンピューター・プログラマー 

• ５歳から父にコンピューターを習い始めた 

• ２００３年、高校時代、音楽再生用のフリーソフト
「Synapse Media Player」を作り上げた。 

• これは利用者が以前に選択した曲をベースに、聞く
曲目を予測してくれる機能のソフトウェアで、マイク
ロソフト社を含む幾つかのソフトウェア会社がこのソ
フトに興味を示したが、正式な取引は行われなかっ
た 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88


ハーヴァードに入学して・・・ 

• プロジェクトの1つとして開設したサイト「Facemash.com
（フェイスマシュ.com）」は、ハーバード大学内に特定し
た、ランキングサイト「Hot or Not」のような画像格付け
サイトであった。しかし、ネット上に開設後すぐに、大
学の管理部職員によってザッカーバーグのインター
ネットアクセス権が無効とされたため、サイトがオンラ
イン上に存在したのはわずか4時間程であった。 

• ハーバード大学運営理事会によって、コンピュータの
セキュリティを破りインターネット上のプライバシーや
知的財産の規約に違反したとして処罰された 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3


２００４年Ｔｈｅｆａｃｅｂｏｏｋを立ち上げる 



エドゥアルド・サベリン 
映画では悪役になってしまったが 

 

ザッカーバーグの友人であり、共
同創設者のサベリンがFacebook
を締め出されたあとの二人の法
廷闘争は、オスカーを受賞した
映画『ソーシャル・ネットワーク』
の劇的な核心部分となった。サ
ベリンは、わずかではあるが株
式と、正式に共同創業者として
認める権利を取り戻し、最終的
にこの闘争に勝った。 
 
しかしながら、Facebookの主要
株主として、ＩＰＯ出願に記載され
てはいない。 



 
ダスティン・モスコビッツ 

 
 

• ザッカーバーグのルーム
メイトでありFacebookの
共同創業者4人のうちの1
人。 

• 同社の7.6％の株式を所
有しており、70億ドル以
上の価値があることを意
味する。ザッカーバーグ
より8日後に生まれてい
ることで、彼は友人をおさ
え、世界最年少の億万長
者となっている。 



 

クリス・ヒューズ 
 
• 2008年のオバマの選挙

活動においてソーシャル
ネットワークキャンペーン
のオーガナイザーを務め
ていたこともあり「オバマ
を大統領にした若者」とも
呼ばれている。 

• また、オバマが彼のこと
を”My Internet Man”と評
したことは有名な話だ。 



フェイスブックを事業化したのは 

• ショーン・パーカー 
 

• ファイル共有サービス、Napstarの悪
名高き創設者であるショーン・パー
カーは、Facebookの初代社長であり、
またザッカーバーグの初期のメン
ターの役割を果たした。 

• サベリン同様、彼もまた主要株主とし
て記載されていない。所有株式の大
半をすでに売却したが、依然として
かなりの割合を保持しているとも示
唆されている。 

• パーカーは現在、音楽サービス
Spotifyの主要投資家であり、この
サービスがFacebookに組み込まれた
ことにより、大きな後押しを受けてい
る。 
 



そして事業を成功に導いたのは 

• ピーター・ティール 
 

• PayPalの創業者でありベ
ンチャーキャピタリスト。 

• Facebook最初の主要な
外部投資家であり、2004
年に50万ドルの資金を提
供した。 

• 現在では彼の出資は、20
億ドル以上の価値がある
かもしれない。 



フェイスブックを巨大化させた仕掛人 

• ジム・ブレイヤー 
 

• 初期の最大投資家の一つ、２００
５年ベンチャーキャピタル会社の
Accel Partnersが株式を購入した
ことにより、Facebookは小さいな
がらも急激に成長した。 

• 11％の株式を所有するブレイ
ヤーとAccel Partnersは、ザッカー
バーグ本人を除き、最大の大株
主となった。 

• 110億ドルと想定される価値は、
最初の1,300万ドルの投資に対し、
非常によいリターンとなっている。 
 



マイクロソフトも手を貸して儲けた 

• 2007年、マイクロソフトは、
Facebookを150億ドル近辺で
完全買収しようと試みた。しか
し、ザッカ―バーグは拒絶、代
わりに2億4,000万ドルの出資
を受け入れることと、継続的
な戦略的パートナーシップを
結ぶことで手を打った。 

 
• それにより、現在、10億ドル以
上の潜在的価値を有し、マイ
クロソフトCEO、スティーブ・バ
ルマーのビジネス上の成功と
なっている。 
 



関わった人は皆大儲けした１例 

• デイヴィッド・チョーは、2005年に
パロアルトのFacebookの最初の
本社の壁に壁画を描くために雇
われたが、報酬について、
Facebook初代社長のショーン・
パーカーは彼に、数千ドルの現
金か、Facebookの株式のシェア
を提案。 

• チョーは株式を選択、そして今日、
それらは2億ドル以上の価値を
持つ可能性を有している。 

• 歴史上、最も有利な塗
装の仕事だったかもし
れない。 
 



シリコンバレーの女性億万長者 

• Facebookの業務最高責任者であ
るシェリル・サンドバーグは、若
い会社に「大人の監視」をするた
めに招かれ、現在のFacebookを
巨大な評価に導くうえで、一役
買った。 

• 米国財務省スタッフのチーフを経
験し、グーグルの幹部のポジショ
ンから引き抜かれてきた。 

• 現在の株式は0.1％ほどだが、今
後数年間で、さらに多くの株式を
受けることになっており、シリコン
バレーにおいては、非常に数少
ない女性の億万長者の一人とし
て名を馳せることになる。 
 
 



そもそもＳＮＳとは・・・ 



２００３～４年はSNSラッシュだった 

 

２００３年２月 Friendster 

      ５月 Linked In 

      ８月 My Space 

２００４年１月 Orkut 

             ２月 The Facebook 
 

  



日本でのＳＮＳの登場は少し遅れて・・ 

 ２００４年２月   Ｍｉｘｉ 

            Ｇｒｅｅ 

 ２００６年７月   Ｔｗｉｔｔｅｒ 

            Ｍｏｂａｇｅ 

 ２００８年５月   Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 

 ２０１１年６月   Ｌｉｎｅ 

   



代表的ＳＮＳを一覧すれば・・・ 



２０１１年ＳＮＳは世界規模になっている 



２０１３年にはファイスブックが世界を制覇 



ソシアルユーザーがメールユーザー
を追い越す 



成長のスピードは驚異的 





後発のフェイスブックは何故勝てたか？ 

更には、三つのキーワードがフェイスブックの成
功を裏付けすると考えられている 

 

① リアル・・・・・         実名主義 

② クール・・・・・       広告が少ない 

③ ムーブファースト・・・    変化の速さ 

 



2012年5月18日NASDAQで上場 
ＩＴ起業は現代の錬金術の観がある 

http://ja.wikipedia.org/wiki/NASDAQ


Ｇｏｏｇｌｅ以来のＩＴ界の大型上場 

• 初値は42.05ドルと公募・
売り出し価格（38ドル）を
約11％上回り、まずまず
の滑り出しとなった。世界
の株式市場が不安定な
中でも同社のような大型
上場が出ること自体、米
株式市場の懐の深さを示
している。 

•  初値をもとに算出した
時価総額は約1150億ド
ル（約９兆１千億円） 

 



ＩＴ起業のＩＰＯの巨大化 



株価は一旦落ちるが一年後復帰 



第二のＩＴバブルか！！ 



2011年12月19日、本社をメンローパークの 
サン・マイクロシステムズ跡地に移した 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF_(%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA




我々老人には着いて行けない！？ 











これはトイレ標識かしらねぇ？ 



ホントにこれはテクノロジー企業？ 



誰でも自由に書き込める壁紙 



７００万ドルの豪邸はパロアルト郊外 



















玉の輿---プリシラ・チャン 

• 1985年２月24日生まれ。

マサチューセッツ州出
身の中国系アメリカ人 

ハーバード大学生物学
科を卒業後、 カリフォ

ルニア州サンノゼの小
学校で短期間、教師を
した後、小児科医にな
るために 2008年に
UCSFに入学の才女 



チャンは典型的才女 

• マーク・ザッカーバーグと
一緒に暮らし始める前に、
「リレーションシップ・コン
トラクト」（交際に当たって
の契約）にサイン済み。 

 
• 「デートは週１回。 

• ２人だけの時間を最低
100分持つこと。 

• デートの場所は彼の自宅
やフェイスブックのオフィ
ス以外の場所」 



２人の仲は・・・ 

若い女と次々に再婚するような俗物
セレブはごく少数です。多くは、初婚
相手と仲良く人生を全うします。     
第一、 離婚・再婚を繰り返していたら
そのたびに巨額の慰謝料を支払うこ
とになりますから富は築けません。 

彼女とマークは、友人を自宅に招待
してプリシラが作ったディナーを楽し
むのを好み、彼女のレモン・リコッ
タ・ピザは、友人の間で評判である
という。 

 



チャンの卒業後めでたく結婚した 



ネット上でヤフー、グーグルを追い抜く 



今やグーグルが怖れ慄く時代 



ＳＮＳは政治をも動かし始めた 



オバマの勝因はＳＮＳ活用の差 



２０１２年２月トレイヴォン事件 
フェイスブックの社会的威力を強く印象付けた 



チュニジアのジャスミン革命 



エジプト・ムバラク大統領も倒した 



フェイスブックの一人勝ちは何時まで？ 



スマホベースのＬｉｎｅの急伸 



台湾ではＬｉｎｅの電車ジャックが・・ 



私にとっては  ？？？？？？ 


