
創業期における法務⽀援
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2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

Coaido株式会社
設⽴

社会的事業の成⻑と
資⾦的⽀援・⾮資⾦的⽀援の内容

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

社会的事業
の成⻑

社会的事業︓Coaido 株式会社、⼀般社団法⼈ ファストエイド
⾮資⾦的⽀援︓⼩野⽥髙砂法律事務所

・貸付 600万円
（政府系⾦融機関）

・出資 2,500万円
（投資会社）
・事業転換とアプリの開発費に使⽤

⼀般社団法⼈
ファストエイド
設⽴

Coaido119
アプリ開発に着⼿

尾張旭市消防にアプリとシステム
を提供する⽇本初のファースト
レスポンダー実証実験を実施

⽇本救急医療財団より全国
AEDマップの設計・開発・初年度
運⽤を受託

転換社債型
新株予約権付
社債を発⾏

Coaido119アプリを
豊島区で実証実験、
終了後全国対応

経済産業省「第3回
IoT Lab Selection」
グランプリ受賞

CPRTBでサントリー、博報堂と協働開始

三井不動産、シスコシステムズ
とAIカメラ連携の実証実験

CPRTB講習開始

Swift Engineeringの
ドローン連携の実証実験

・貸付 750万円
（信⽤組合）

【スキーム】

CPRTB︓⼼臓マッサージ訓練⽤シート

・購⼊型クラウドファンディング 売上325万円

•社会起業家の集うシェアオフィス、コミュニティの提供
•弁護⼠と密に相談できる環境

•資⾦提供者等とのマッチング⽀援

・いずれも創業期の運転資⾦に使⽤

•ソーシャルインパクトを⽬指していく上で必要な、さまざまなステークホル
ダーの各⼒学等につき随時助⾔
•事業上のリスクマネジメント及び組織上のガバナンスを強化の観点から、、
新規事業に係る法的な位置づけの整理と、グレーゾーンの懸念やコンプ
ライアンス上の諸問題の解消を実施し、⼤企業や⾏政との協業を後押し
•事業を拡⼤させる仕組づくり（社団法⼈設⽴等）を⽀援

・委託事業 2,000万円
（独⽴⾏政法⼈）
・豊島区でのアプリ実証実験に使⽤

⼼肺蘇⽣が必要な救急患者

⼩野⽥髙砂法律事務所

周囲の救命資格者に⼀⻫連絡
できるアプリの開発

アプリ登録者
医療従事者・救命講習受講者等

啓発活動、簡易CPR訓練キットの開発

Coaido（株）

組織⾯に関する⽀援等

（⼀社）ファストエイド

事例
８



■事例１ 社会的事業ポートフォリオを育てるグループ経営

解決したい社会課題

•毎⽇約200⼈も起きている突然の⼼停⽌は、救急⾞が到着するまで絶え間なくCPR（※） （⼼肺蘇⽣）をしていなければ助からない。
その⼀⽅で、現場の周囲にいる医療従事者や救命資格者、AEDなどの医療リソースを緊急時に活⽤できていないこと。

（※）CPRとは、Cardio Pulmonary Resuscitation の略
社会的事業の概要
• CPR（⼼肺蘇⽣）が必要な救急患者の救命率の向上に向けて、救急現場とその周囲の医療従事者や救命資格者、AED設置施設をリアルタイム
マッチングする社会インフラの構築を⽬指す。
•上記を実現するアプリ「Coaido119」（以下、救命アプリ）の開発、AED設置施設の固定電話への⾃動⼀⻫連絡システム（特許取得）、ペットボト
ルでの⼼臓マッサージ訓練⽤シート（CPRトレーニングボトル）の開発を⾏う。
• 2017年に設⽴した（⼀社）ファストエイドにおいては、Coaido（株）が保有する知的財産を活⽤し、救命講習会の開催やCPRの普及啓発活動、
CPRトレーニングボトル訓練キットの開発と普及活動を⾏う。

【⽬標、成果】
救命アプリ登録者数

社会的成果は、迅速な救命処置を必要とする現場のリアルタイムの情報が、救命の知識と技術・意欲を持つ周囲の⼈に届くこと。
そのために救命アプリ等を普及させ、情報インフラを作り、届けられる状態にしておくことであると考えている。
なお、救命アプリが実際にどのような場⾯で使われ、その後救命されたのかという結果までは、個⼈情報保護の観点を考慮し、追跡

していない。

【重要と考える⽬標、成果指標】
救命アプリ登録者数︓2017年度 約1,500⼈

2018年度 約12,000⼈

図表出典︓http://www.coaido.com/

 設 ⽴ 2014年6⽉(Coaido株式会社設⽴)
2017年12⽉(⼀般社団法⼈ファストエイド設⽴)

 所在地 東京都⽂京区
 ステージ 創業期

【⽀援の受け⼿】 Coaido 株式会社、⼀般社団法⼈ ファストエイド

社会的事業者の声

創業期から法務の専⾨家が⾝近にいることで本業に集中 創業期の専⾨家からの⽀援
社会的事業の創業期では、事業に潜む法的リスクの洗い出しにリソースを積極的に割くことが困難である反

⾯、事業の特殊性や関係者間の熱量の違い、認識の⾷い違い等から、⼀般的な営利事業に⽐べてコミュニ
ケーションリスクやレピュテーションリスクが⽣じやすく、かえってコアメンバーの時間が削られたり、⼯数が増えたりす
ることも少なくない。
そのため、チームの⼀員的な⽴場に弁護⼠という専⾨家がいることは、創業期特有のさまざまなリスクに対す

る法的な助⾔が得られるだけでなく、関係者間の調整がスムーズに進むことなどから本業に集中できるので助
かった。Coaido（株）の場合は特に、ボランティアによる救命活動のネットワーク化を、これまでにない⽅法で
促進するというアプリであるため、臨機応変に社会変⾰へのロードマップを策定・修正していくという戦略的な側
⾯からも、法務⾯での専⾨家の存在は⼤きいと感じている。

１

2

3

研究開発型事業の資⾦調達の困難さ
助成⾦や補助⾦は後払いのものが多く、使い勝⼿が良いとは⾔えない。開発先⾏型の事業では当⾯の運

転資⾦が不⾜することがあり、つなぎ資⾦確保に奔⾛する結果、事業に集中できない時期もあった。
また、出資においても、これまで⾏政でも⺠間でも解決できていない社会課題に取り組むソーシャルビジネスは、

顧客の特定、プロダクトマーケットフィット(⾃社の製品・商品が顧客にとって最適化されていて、最適な市場に
提供されていること)、市場の創造、ユニットエコノミクス（事業最⼩単位の収益性）の健全化等にどうしても
時間がかかるため、ベンチャーキャピタル（VC）や企業内ベンチャーキャピタル（CVC）に評価されにくいと感じ
ている。なぜなら、VCではビジネスモデルとトラクション(牽引⼒)がある程度数値化されている必要がある。また、
CVCは、キャピタルゲインよりも事業上のシナジーを重視するが、審査委員会を外部のVCに外注している場合
等は、判断基準が短期的な財務リターンに偏ってしまう場合がある。

社会的成果のとらえ⽅
突然の⼼停⽌は、いつ、どこで、誰に発症するかを事前に予測することが困難である。そして突然の⼼

停⽌が発症した場合、その場に偶然居合わせた⼈たち(バイスタンダー)がすぐに救急⾞を呼び、迅速に
CPR(⼼肺蘇⽣)を開始し、救急隊に引き継ぐまで（あるいはAEDで電気ショックするまで）絶え間なく
CPRをし続けなければ命は助からない。つまり、現場では対処すべき課題が突然発⽣し、わずか10数
分後には救急搬送されるので、課題は瞬間的に発⽣し瞬間的に消失するため、課題が存在し続ける
ことがないという特徴がある。
また、現状では⼼原因性⼼停⽌(⼼停⽌の原因が⼼臓⾃体のトラブルによるもの)となった⼈の約

96%が死亡してしまう。そして⽣存した約4%の⼈においても、突然の⼼停⽌を発症し意識を失い倒れ
ると、脳の⾎流が途絶え、低酸素脳症を発⽣し、その前後の記憶を失ってしまうことが多く、他⼈の迅速
な救命処置により⾃分が⽣かされたという経験について実感を持つことが難しい。
そのため、年間7万⼈以上も発症している突然の⼼停⽌を⾃分ごととして抱え続ける当事者が存在し

ないという特徴がある。そして突然の⼼停⽌は事件でも事故でもなく急病であり、加害者がいないため、
倒れたのが有名⼈でもなければ報道されることはなく、交通事故死の18倍も多く⼈が亡くなっているにも
関わらず、社会課題の認知が広がりにくい。加えて、突然の⼼停⽌に対する救命処置について、まだま
だ誤解や知識不⾜が蔓延している。この社会問題が⻑年にわたり⼀向に解決していないのは、そのよう
な特徴が折り重なっているためである。
現状では成果指標として、アプリ利⽤登録者数、特定地域でのアプリ利⽤登録者密度、CPRトレー

ニングボトル訓練キットの提供数、CPRトレーニングボトル訓練キットを活⽤した救命講習の受講者数
などを測定している。また、講習受講者が実際の事例で現場活動を⾏い救命した事例も確認しており、
今後は救命事例数の測定も追加していきたい。
しかし、上記のようにこの社会問題の根本的な解決においては、社会全体に対して、この社会問題の

認知拡⼤をするアプローチが⽋かせないと考えている。

ペットボトルでの⼼臓マッサージ訓練⽤シート（CPRトレーニングボトル）

救急現場と周囲の医療従事者等、AED設置施設のリアルタイム
マッチングアプリ「Coaido119」
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■事例１ 社会的事業ポートフォリオを育てるグループ経営
 設 ⽴ 2016年11⽉
 所在地 東京都⽂京区【⽀援の出し⼿】 ⼩野⽥髙砂法律事務所

⽀援の概要

•社会起業家向けのシェアオフィス「social hive HONGO」を併設した法律事務所であり、社会起業家のコミュニティとして運営。
⼊居数は19団体（2019年３⽉時点）。
•⼊居者との関係は、契約によって異なるが、①顧問弁護⼠、②シェアオフィスの提供、③コミュニティの提供、④インハウスローヤー（組織内弁護⼠）、
⑤役員（監事等）としての役割の⼀つあるいは複数に整理される。外部弁護⼠よりも組織内弁護⼠に近く、チームの⼀員的な役割がある。

資⾦的⽀援

内容

●…⾃社
○…他社委託
◎…他社と共同
－…実施なし

社会的な成果 財務⾯ 組織体制 ⼀般業務⽀援

成果拡⼤戦略 成果測定 資⾦調達 収益戦略 財務管理 ⼈材 ガバナンス 事業戦略 業務処理

● ● ● ● ● ● - ● ◎
（選定基準）
• 社会（コミュニティ）があり続ける限り誰かがやらなければならないことに焦点を当てた事業に取り組んでいるかどうかや、代表者の⼈間性を重要な選定基準としている。主として成⻑可

能性や社会における必要性等の視点から⽬利きを⾏い、⼊居者を選ぶ。世の中が少し便利になる程度のものやマネタイズ（収益事業化）がわかりやすい団体はあえて⽀援する必要
はないとの判断を前提にしている。

• さらに、社会起業家のエコシステムの構築という観点からシェアオフィスを⾒たときに、新たな⼊居団体となる⽀援先がコミュニティとしての多様性や可能性を引き上げる存在となり得るかど
うかも重要な基準の1つとなっている。

（その他）
• 箱を作ってそこで収益をあげるという発想ではなく、社会起業家のエコシステムを創出しようとしている。⼊居者から受け取った⾃⾝の報酬のみならずコミュニティ内のさまざまなリソースを社

会起業家のコミュニティ運営に使うにはどうしたらよいかという発想を持っている。

該当なし

⾮資⾦的⽀援
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■事例１ 社会的事業ポートフォリオを育てるグループ経営

創業期の社会的事業に対する法務⽀援
企業法務の専⾨家として、創業期の事業者に潜む法的リスクやコミュニケーションリスク、レピュテーショ

ンリスクを洗い出し、コンプライアンスやガバナンス、リスクマネジメントやダメージコンロールの観点から、⼀
定の解釈や対処法をすぐに与えることができる。
例えば、Coaido（株）は、周囲の救命資格者に⼀⻫連絡できるアプリを開発しているため、アプリが

社会実装された場合の各⼈の⾏動原理の調整や既存制度との整合性の維持、さらには、アプリを活
⽤して救命活動に失敗した場合に法的責任が問われるのではないかとの懸念への戦略法務的な対策
は、アプリ普及に不可⽋だった。このように事業モデル構築時のリスクを最⼩化しながら社会変⾰への
ロードマップも含めた法的助⾔を⾏った。

１ 社会的成果のとらえ⽅
社会的成果の⼤きさと財務リターンが常に両極にあるとは思わない。ソーシャルとビジネスを横軸両端に、

形式知と暗黙知を縦軸両端に置いたとき、そこに⽣まれる４象限内において、各社会的事業者がプロットさ
れる場所も、⼀事業者ごとの個別事業のプロットされる場所も、多種多様である。そして、その多様性に応
じて、資⾦の出し⼿も資⾦が巡る理由もまた、多種多様である。そうであれば、既存の資本主義のルールに
親和的な社会的事業者もいれば、そうではない事業者も当然いる。後者が仮に、⼤きな社会的成果を⽬
指しているにも関わらず、⻑らく財務⾯で苦しむことがあったとしたなら、そこにはもしかしたら、事業運営上クリ
アしなければならない課題とは別の課題があるのかもしれない。現時点での資本主義のルールがその成果を
測る物差しを持っていないだけかもしれないし、あるいは、そもそも別のルールを前提にしなければ機能しない
新時代のソリューションを⾒出したが故かもしれない。
さらに、成果を測る物差しを語る上では、社会課題には解決可能なものと、そもそも解決というものが想定

できないものとがあるという視点が重要である。解決型の社会課題に挑む社会的事業（例えば、技術⾰新
に伴って克服可能な課題を対象とする事業）の成果は測りやすい⼀⽅で、上記のような現場のプレイヤー
⾃⾝がメンテナンスをし続けるしかない領域（例えば、防災や救命、教育や介護）の社会的事業は、社
会に還元している成果が評価されにくいのではないかと感じている。

2 専⾨職と社会的事業との接点
専⾨職が社会的事業者との関係を築くとき、ベンチャー⽀援の経験はあってもソーシャルベンチャー⽀

援の経験がない専⾨職が多いため、社会的事業者と相対峙する関係認識から脱していない。他⽅、
社会的事業者の側にとっても、刻々と変わるビジネス環境の中で、限られたリソース配分と専⾨職の適
切な活⽤を併⾏して⾏うことは⾄難の技である。その結果として、専⾨職の側が、⽀援者と被⽀援者
という⼆項対⽴的な価値観の下で、知⾒や時間の切り売り・計り売りというビジネスモデルのまま接しよ
うとするため、総じて専⾨的な業界とソーシャル領域との間で接点が⼀向に増えていかず、専⾨性の⾼
い情報共有や創発につながりにくい。
専⾨職と社会的事業者は、むしろ同じ⽅向を向いて⾏動するべきである。そのためには、専⾨職が、

⼆項対⽴的な価値観や演繹的な思考をいったん⼿放し、社会的事業者が⽇々向き合っている現場
（すなわち、社会の⼀部分あるいは全体）とでき得る限り同期するよう努め、ともに経験し、成⻑しよ
うとするインセンティブの構築が重要である。
そこで、⼩野⽥髙砂法律事務所では、専⾨職と社会的事業者がともに社会的成果の達成に向かう

という、ベクトルの⼀致に重点を置き、専⾨的な知⾒やそれに付随する⼈的リソース、各種サービスを
柔軟に活⽤してもらうことにしている。⾔わば、専⾨職の側が、さまざまな社会的事業者が志向する対
象の中に⾃⾝を投げ⼊れ、全⽅位的に時間を先⾏投資し、社会的事業との接点を指数関数的に増
やそうというのが取組の本旨である。

3

⽀援の出し⼿の声

提供価値の源泉を形式知化しやすい
（フランチャイズ等）

暗黙知として継承する
（対⼈⽀援等）

ソーシャル ビジネス
（社会性重視） （収益性重視）

予⾒可能性が⾼い
＝資本主義のルールに親和的

成果を測る物差しが未整備
＝別のルールを前提にすると機能

社会的な事業の多様性と資本主義のルールとの関係

専⾨職 事業者

専⾨的な知⾒の切り売り、時間の計り売り

専⾨職 事業者

専⾨的な知⾒や⼈的リソース等を先⾏投資

社会的成果の達成

これまで⾏政が担っていた領域や今後極めて公益的な意味合いが⾼まっていく領域において、継続的
な事業を⾏おうとしている株式会社や⼀般社団法⼈に対する資⾦提供⼿法が未確⽴であることに課題
意識を持っている。
今後、短期的かつ局地的な経済的成果指標よりも、全体最適をもたらし得る社会的事業への⽬利き

（予測と責任の共有）と、段階的変化に⾄る過程そのものの⻑期的な観測という、進化的な変化を図
る指標が重要である。特に、創業から成⻑に⾄るまでの死の⾕を超える期間が未知数の事業に対して⾃
由度が⾼く、⽐較的⾼額な資⾦⽀援が望まれる。

【⽀援の出し⼿】 ⼩野⽥髙砂法律事務所（つづき）
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