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２０１７年６月１３日 



ＹＡＨＯＯ！は検索エンジンの走り 



カリフォルニア州・サニーヴェールの本社 



ヤフーの本業は 
インターネット・検索エンジン 





今やネットでの利用頻度はかなり高い 



  数多くのエンジンが在るが・・・ 

 ロボット型     ディレクトリー型 



グーグルの圧倒的制覇は歴然 





日・中・韓・露は各々特殊部落 







２１世紀インターネットの進化は急速に進んだ 





１９９５年スタンフォードで２人の若者が 
ヤフーを創設した 



楊致遠（Jerry Chih-Yuan 
Yang）  1968-11-6 

台北市出身 

デビッド・ファイロ（David 
Filo） 1966-4-20 

ウィスコンシン出身 



ガリバー旅行記―４に由来 
 

ジョナサン・スウィフト 

1667-11-30～1745-10-19 

 



 
高貴なフーインム（馬）野卑なヤフー（人間） 
ヤンは自らを貶める命名をした！？ 

 



或いは歓喜の「ヤッホー」の意味も 



"Yet Another Hierarchical Officious Oracle" 

“もうひとつの 

階層構造の 

気が利く 

データベース” 
 

 

 



ファイロのＰＣは「コニシキ」 
ＯＳは3.1か９５か？ 



ジェリー・ヤンのＰＣは「アケボノ」 

• http://akebono.stanford.edu/users/jerry/su
mo/ 

 

http://akebono.stanford.edu/users/jerry/sumo/
http://akebono.stanford.edu/users/jerry/sumo/
http://akebono.stanford.edu/users/jerry/sumo/


世界初のインターネット検索ソフト 
Ｗｅｂ Ｄｉｒｅｃｔｒｙ 



 
当時最大のインターネット企業に成長 

 
• ニュースが掲載され、検索機能を利
用できるインターネットの玄関口
「ポータルサイト」に利用者を集め、
ネット広告で稼ぐビジネスモデルを
いち早く確立。 

• 二人の若者は一夜にして億万長者
となった。 



１９９６年１月孫正義は大胆にも 
１００億円（持株比率31％）出資 

左から 孫正義、井上正博（元ヤフー・ジャパン社長）、楊致遠 



初期の検索エンジンは 



１９９９年頃でもこんな恰好 



代表的ポータルサイトへ進化 



絶頂期のヤフー経営陣 
中央は2001～2007のＣＥＯ・テリー・セメル 

大物経営者だがＩＴには疎かった 



１９９７年天敵グーグルの出現 



２００４年フェースブックの登場 



世の中はPCからスマホへ変遷 









ヤフーはグーグルに浸食されて行く 





ヤフーの業績は２００８年以降停滞 



２０１７年は極端な悪化に陥る 



1）ヤフーは方向性を見誤った 

• ヤフーは、メディア企業なのかテック企業なのか 

• ヤフーがなぜグーグルやマイクロソフトとは異な
る奇妙なテック企業となってしまったのか、ヤ
フーはソフトウェアではなく広告から利益を得て
いたので、自分たちはメディア企業たるべきと考
えるようになってしまった。 

• ヤフーがその初期、テック企業の方向に進めば
Netscapeのようにマイクロソフトにつぶされること
を懸念したとも考えられます。 

 



2）グーグル買収の機会を2度逃す 
• 1997年、ヤフーはグーグルをたった100万ド
ル（約1億2000万円！ 現在の為替、以下同
じ）で買えるチャンスを逃しました。ヤフーが
自社Webサイトからトラフィックを外に逃したく
なかったためです。 

• 5年後、ヤフーはまたグーグル買収のチャン
スに遭遇しました。このときヤフーのテリー・
セメルCEOは、「グーグルの価値は最低でも
50億ドル（約6100億円）」との助言に30億ドル
（約3700億円）というオファーを出し買収に失
敗したのです。 

 



3）フェイスブックも取りこぼす 
 
• フェイスブックには、知られているだけでもグー
グル、バイアコム、そしてヤフー、など11件の買
収オファーを断ってきた歴史があります。 

• 2006年、ヤフーはフェイスブックの投資家たちと
売却交渉を進めていましたが、株価低落で10億
ドル（約1200億円）相当のオファーが8億7500万
ドル（約1100億円）に目減りしてしまいました。そ
してフェイスブックのマーク・ザッカーバーグCEO
は、その取引から手を引いてしまいました。 

 
 



4）マイクロソフトからの買収提案を蹴る 
• 2008年、マイクロソフトのスティーブ・バルマー

CEOはヤフー買収に非常に積極的でした。彼ら
は当時検索エンジン競争の中で確固たる2位に
つけていたのです。同年2月、ヤフーの取締役会
はマイクロソフトの440億ドル（約5兆4000億円）
というオファーを「安すぎる」と判断しました。 

• ニューヨーク・タイムズによると、ヤフーは「ヤ
フーの事業が衰退しているという見解に異議を
唱えた」そうです。 



因みにヤンの奥さんは日本人 

1992年に日本・京都にあ

るスタンフォード大学日本
センターに1年間留学。 

そのとき、日系アメリカ人
の山崎晶子と知り合い、5
年間の交際を経て1997年
に結婚。 

アキコさんは、コスタリカ
生まれ。人類学者で、環
境活動に熱心です。 



 
２００７年後夫妻が寄贈したＹ2Ｅ2 

 



典型的な成功還元のスタイル 

• Y2E2とは、Yang & Yamazaki Environment & 
Energy Building という校舎の名前から来る愛称
です。 

• 天候対応型の省電力化システム、方角によって
異なる、採光・換気・温度調整のための自動制
御機能が施された窓など、環境建築学の最新鋭
の技術が駆使されていて、排出される炭素量ゼ
ロを目指す設計になっているということ。 

• ジェリーが環境問題への答えとしてアカデミズム
に私費を寄付するという選択を取ったことはある
意味面白い。 



２０１７年遂に終焉の時が来た 





今後は「アルタバ」となる 



 
巷の噂は 

「Alternative × Alibabaの造語」 
 • 米Yahoo!は2005年、まだ小さなスタートアップ

だったAlibabaに10億ドルを投じ、40%の株式
を取得しました。 

• それが今や持株比率15%でなんと300億ドル
（約3兆4480億円）の巨大企業。米本社中核
事業の買収額48億ドル（約5540億円）より、も
う桁違いに大きい。 

 



アルタバは中国のアリババ・グループ・ホールディング(BABA.N)の株式１５％
とヤフー・ジャパンの株式３５．５％を主要な資産とする持ち株会社となる。 

http://jp.reuters.com/news/world/china
http://jp.reuters.com/investing/quotes/quote?symbol=<a href%3D"/investing/quotes/quote?symbol%3DBABA.N">BABA.N</a>
http://jp.reuters.com/investing/quotes/quote?symbol=<a href%3D"/investing/quotes/quote?symbol%3DBABA.N">BABA.N</a>
http://jp.reuters.com/investing/quotes/quote?symbol=<a href%3D"/investing/quotes/quote?symbol%3DBABA.N">BABA.N</a>




• 2014年9月19日中国のIT

企業アリババがニュー
ヨーク証券取引所に上場
しました。資金調達額は
史上最大規模の約2.7兆

円にのぼり、日本でも話
題になりました。アリババ
の上場により創業者
ジャックマーの保有資産
は250億ドルで中国1位の
富豪となりました。 



孫の成功したもう一つの買収 

アリババ創業初期の2000

年に、ジャックマーに会っ
たソフトバンクの孫正義
が5分で20億円の出資を

決めたというのは有名な
エピソードです。 



 
Marissa Ann Mayer（1975-5-30生） 

 
• スタンフォード大学からシンボ
リックシステムの学士号と計
算機科学の修士号を受け、人
工知能を専門分野としていた。 

• 1999年に従業員数20人程度
の規模の]Googleに数少ない
女性エンジニアとして入社 

• 2012年7月17日Yahoo! CEOに
就任 

• 2017年4月、ベライゾン・コミュ
ニケーションズへの中核事業
売却で約1億8600万ドル（約
205億円）を手にする 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://en.wikipedia.org/wiki/Symbolic_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Symbolic_systems
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E5%A3%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%A9%9F%E7%A7%91%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%A9%9F%E7%A7%91%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E5%A3%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC#cite_note-8
https://ja.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
https://ja.wikipedia.org/wiki/Yahoo!


• 「ベル」とは電話を作ったアレクサンダー・グラ
ハム・ベルが１８７８年にベルテレフォンカンパ
ニーを設立したことに由来している。 

• その後、このベルテレフォンカンパニーが７分
割され、その内のひとつが東部の地域電話
会社のベル・アトランティックだった。 

• ２０００年にこのベル・アトランティックが、非ベ
ル系通信会社最大級のＧＴＥ社を合併して
ヴェライゾン・コミュニケーションズは誕生した。 

 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D9%A5%E9%A5%A4%A5%BE%A5%F3%A1%A6%A5%B3%A5%DF%A5%E5%A5%CB%A5%B1%A1%BC%A5%B7%A5%E7%A5%F3%A5%BA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D9%A5%E9%A5%A4%A5%BE%A5%F3%A1%A6%A5%B3%A5%DF%A5%E5%A5%CB%A5%B1%A1%BC%A5%B7%A5%E7%A5%F3%A5%BA


Verizonという社名は、  
「Veritas(ラテン語で真実)」     

と、               
「Horizon(地平線)」         
を合成したもの。 

 



• ヴェライゾンは16年７月、ヤフーの中核事業
を約48億３千万ドルで買収すると発表した。

その後、過去にヤフーで大型の顧客情報流
出があったことが発覚し、今年２月に約44億
８千万ドルに減額することで合意していた。 

 

• ヤフーの売値は４５億ドルまで下がってしまっ
たのだ！ 



ベライゾンが全てを呑み込んで行く 



• ベライゾンの会社概要 

• 創⽴は2000年（前⾝はベル・アトランティックとGTE） 

• 従業員数は約178,000⼈（インタビュー時点） 

• 本社はニューヨーク、CEOはローウェル・マカダム 

• ⽶国で加⼊者⾸位の携帯電話事業会社 

• 世界でネットワーク・ソリューション・サービスを提供 

• 売上⾼（2012年度）は1,158億ドル（約11.4兆円） 

• 株式時価総額（2013年10⽉末）は1,445億ドル（約14.2
兆円） 

• 過去12ヵ⽉実績配当利回り（2013年10⽉末）は4.11％ 



マンハッタンのヴェライゾン本社 













ヤフー・ジャパンは全くの別物 



ヤフーは孫正義抜きでは語れない 



日本のＵＲＬだけがyahoo.co.jp 



世界中で日本だけはヤフー（米）は最大株主ではない 





ヤフージャパンには影響ない？ 



最盛期のヤフーは株式時価総額 
1200億ドル（１３兆円）だった 



逃がした魚はデカ過ぎる！！ 



ＩＴ世界では金銭感覚が麻痺する 



ヤフー・ジャパン株を買っていたら・・ 

• ヤフーは1997年11月に上場し、当時の安値は154万
円です。2017-8-8現在の株価は502円となっています。 

 

• 上場以来1株→2株の株式分割を合計13回、1株→100
株の株式分割を1回行っています。その結果、上場当
時に1株購入し現在まで保有を続けた方は、819,200
株を保有していることになります。 

 

• 金額ベースで計算すると約150万円で購入したヤフー
の1株が819,200株になり、その資産総額も502円
×819,200株で4.1億円ということになります。 


