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クロスユーラシア株式会社紹介
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ミッション

コロナ後の社会のビジョンを踏まえ、
世界中のIT都市のスタートアップ企業を目利
きし、クロスボーダーのパートナーシップを 促
進。

日本社会に新たなトレンドをもたらす。
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Caocaoモビリティ（配車サービス）＠中国
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中国における配車サービス事業を行うスタートアップ
企業「Caocao」は、シリーズBにて約650億円の調達
に成功（2021年9月）

- 配車サービスは、Uberの中国事業を買収したDiDi
が圧倒的ではあるもの、個人情報の取り扱いからトラ
ブルを起こしている。
-そんな中、Caocaoはモビリティ市場ではもっとも高い
成長率を出しているといわれており、特に他のサービ
スが「車」と「運転手」を外注している一方、Caocaoは
自前（親会社）で車を保有し、運転手の訓練や認証も
徹底していることがサービスへの信頼を高めることに
成功している

https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/ride-hailing-taxi/china#key-players



Caocaoモビリティ（配車サービス）＠中国
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出願件数は2017年に1件、2018年に19件、2019年に
30件、2020年に17件、2021年に1件と2019年が特許
出願のピークとなっている

SeriesA（約170億円）の資金を獲得した2018年を機
に出願件数が一気に伸びていることになる。

「スタートアップ企業に特許出願はいらない」というの
は全くの幻想であり、群雄割拠している市場に進出す
る企業には「知財戦略」も必須の条件となりつつある
※一方で、「無防備」なスタートアップ企業がいることも
また事実であることから「知財DD」の重要性が高まる
と言える



Caocaoモビリティ（配車サービス）＠中国
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企業
(国、創業年 )

特許出願件数 (登録件数)
北中米 南米 ヨーロッパ アジア 中東

・アフリカ

Uber
(米、2009)

877 (139) 48 (1) 124 (20) 117 (37) 4 (4)

Ola Electric
(印、2017)

5 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (0)

Gett
(英、2010)

25 (19) 0 (0) 13 (2) 2 (2) 0 (0)

CAOCAO
(中、2015)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 68 (16) 0 (0)

・特許の出願件数/登録件数ではやはりいずれの地域
でもUberが圧倒的。残り3企業の中では、唯一
CAOCAOだけがアジア地域で特許出願件数・登録件
数で多少肉薄しているといったところ。
・OlaやGettは中国への進出を視野に入れた場合、知
財紛争は避けられない（敗戦回避のための高い戦略
が必要）
・Uberの直近ヨーロッパ出願特許の内容では、「配
車」に関する技術よりも「自動運転」「フライングカー」と
いった次世代テクノロジーにシフトしている傾向がある
・一方で、Caocaoは、「マッチング」「クーポン発行」「ド
ライバーリソースコントロール」「不正検知」に関するも
のであり「次世代」というよりは「今、必要とされるUI」
に関する特許が多い印象



チーム

湯浅竜（CEO＆COO）： 
弁理士。2007年明治大学法学部卒業後、特許事務所
を経て、TechnoProducer株式会社入社。その後、
2014年に東京理科大学非常勤講師として知的財産・企
業分析論を担当。 株式会社ドワンゴ知的財産セクショ
ン セクションマネージャーを務めたのち、2018年
IPTech特許業務法人へ入所。現在副所長。専門分野
は、特許出願（ビジネスモデル・IT・通信・電機・機械・半
導体）、知的財産コンサルティング（知的財産戦略立案
実行・組織体制構築）、著作権（コンテンツ・OSS）、知
財法務・知財契約知的財産紛争・訴訟・交渉、知財教
育・社内研修と多岐にわたる。 

久保光太郎（CMO）： 
1999年慶應義塾大学卒業、同年司法試験合格。
2001年弁護士登録、同年小松狛西川法律事務所
(現・西村あさひ法律事務所)入所。2008年コロンビア
大学ロースクール(LL.M.)卒業。2008-2009年ニュー
ヨークのワイル・ゴッチャル&マンジズ法律事務所、
2009-2010年ニューデリーのアマルチャンド・マンガ
ルダス法律事務所(名称は当時)、2010-2011年シン
ガポールのアジア・大洋州三井物産株式会社にそれ
ぞれ出向。2012年西村あさひ法律事務所シンガ
ポールオフィスの立上げを担当し、2016年3月末まで
同オフィスの共同代表を務める。2017年12月、西村
あさひ法律事務所を退職し、2018年1月、AsiaWise
創業。 

永田賢（CCO）：
Sagri Bengaluru Private Limited, Director。 2013
年早稲田大学卒業後、東京海上日動火災保険株
式会社、人材系ベンチャー、実家の介護事業とキャ
リアを重ね、2017年7月に、海外でのキャリアパス
を求めてインド共和国にあるYusen Logistics India 
Pvt. Ltdベンガルール支店へ転職。 現地勤務の傍
ら、ベンガルールを中心としたスタートアップに魅せ
られ独自にネットワークを構築。2019年4月から日
系アグリテックのサグリ株式会社インド法人立ち上
げに参画。インドスタートアップのプロとして各種講
演に登壇、ニューズウィークジャパンで寄稿連載。 
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弊社の価値

現地情報 専門家の知見 実務支援
現地在住の

プロフェッショナルに
よるリアルな情報

法務・知財・技術の
専門家によるスタートアップの

目利き

スタートアップ提携に係る交渉
・調査・デューデリジェンスの

ハンズオン支援

海外スタートアップとの円
滑な提携の成功
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■２．海外スタートアップ分析レ

ポート

・有料の「個別企業の分析レポート」
サービス

・海外スタートアップ企業を「知財・法
務・技術」の観点から詳細分析を行
い会員向けに情報を提供を行います

・また、ご要望にお答えする形で任意
の企業についてインタビューを実施し
たり、海外スタートアップとの商談設
定も行います

弊社のサービス

■１．Startup Weekly News
・無料の「メディア」サービス

・エストニア、イスラエル、インドから
有望スタートアップの分析レポートを
2週間に1社ベースで配信（メールマ
ガジン、メディアページに掲載）

■３．海外市場調査・進出支援支援

・海外への進出のための「市場リサーチ、
競合分析、マネタイズ構築支援」等を行
います

・また、海外スタートアップ企業と日本企
業やVC等とのマッチングを行い新規イノ
ベーションや海外進出の支援を行います

※法律、会計、知財事務等については、クロスユーラシアが提携
する法律事務所、会計事務所、特許事務所等と連携して対応致
します。
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■１．Startup weekly news

(1) 有望海外スタートアップ
の個別レポート

(2) 海外エコシステムのニュースレター
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メルマガ登録ページ

当メディアでは「海外スタートアップ企業」に関する分

析記事（無料）を紹介しています。記事でご紹介する

テーマは以下になります

1. 現地国の社会課題

2. サービス概要

3. 企業概要（基本情報）

4. ファウンダーBIO
5. 過去のラウンド概要

6. 業界の動向、市場分析

7. 競合との差別化ポイント



■２．海外スタートアップ分析レポート

ご担当者様 「海外の有望スタートアップを調査したいが、日本語では個社単
位の情報が少ない上に、スタートアップは海千山千過ぎて誰と話せばいいの
かわからない・・・」 
• クロスユーラシアなら、以下の情報を掲載したレポートを月額１万円の「有料レポート」としてご提供しています。具体的には、

「Startup weekly news（無料）」で取り上げた企業のうち、特に注目度の高い企業について、以下の情報を盛り込んだレポー

トをご提供しております

1. リーガル（法務）問題に対する考察

2. 知財情報から読み解く考察

3. 技術視点から読み解く考察

• 海外のスタートアップ企業に関する、「一歩踏み込んだ」企業情報を効率よく、リーズナブルに入手したい、

　　新規事業担当者様

　　VC/CVCのご担当者様

　　金融機関のご担当者様

からご好評をいただいております。　※お申し込みについては弊社に直接お問い合わせください。
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■３．海外市場調査
　　・進出支援支援

現地のリアル情報
現地特派員の独自ネットワークを通じたリアルな

現地情報に根差したスタートアップ情報の発信

専門家の知見との融合
現地特派員のリアルな情報と専門家の知見（法

務・知財・技術）による適切なアドバイザリー

知識だけに留まらない一貫支援
単なる情報提供にとどまらず、海外スタートアップと

の提携のために必要な支援を最後まで実施

12



料金体系

サービス項目名 費用 更新頻度

メールマガジン 無料 2週間に1回
有料会員限定サービス

・分析レポートの知財・法務・技術分析ページ
・海外スタートアップとのマッチング
・海外スタートアップのインタビュー実施
・海外スタートアップとの商談設定
・記事専門家コメント部分の解放

1万円/月額 分析レポートの有料部分：2週間
に1回

専門サービス
・市場分析
・新規事業支援
・企業マッチング、M&A
・知財・法務サービス

個別にて要件定義 個別にて要件定義
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Ryu Yuasa
ryu.yuasa@cross-eurasia.com 

ありがとうございまし
た
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Twitterもお気軽に
フォローください！


