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調査概要 
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2) 調査対象企業

NO. サービス分類 事業者 サービスブランド

1 二輪・四輪配車サービス PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Gojek 

2 二輪・四輪配車サービス PT. Solusi Transportasi Indonesia Grab 

3 相乗りサービス PT. Teknologi Rancang Olah Nusantara Tron 

4 シェア電動バイク PT. Migo Anugerah Sinergi Migo 

5 シェアサイクル/電動スケーター PT. Surya Teknologi Perkasa Gowes 

3) 為替レート
1 インドネシアルピア（IDR）＝ 0.0076 JPY （2019年 9 月現在）

1 米ドル（USD） ＝ 14,192 IDR （2019 年 9 月現在）

1 米ドル（USD） ＝ 108 JPY    （2019 年 9 月現在）

4) 調査方法
NNA専門リサーチャーによる直接面接取材を実施。また必要に応じ弊社既存資料ならびに各種オ
ープンデータ、現地行政登録情報を活用した。

5) 調査期間
2019年 9 月－2020年 1月

6) 用語の定義

キーワード 本レポートでの定義 

モビリティーサービス
公共および民間の交通手段。移動に関する全ての乗り物によるサービ

ス。本レポートでは人を運ぶ人流のモビリティーサービスを対象とする

ライドヘイリング／配車サービス
自家用車による送迎サービス。本レポートでは「配車サービス」と記述

する 

ライドシェア／相乗りサービス
自動車の同乗マッチングサービス。本レポートでは、ビジネスを目的とし

た複数名の相乗りサービスを対象とする 

マルチモーダルサービス
複数の交通機関の連携を通じ、利用者のニーズに対応した効率的な交

通サービス 

モビリティー・アズ・ア・サービス（MaaS） 複数のモビリティーサービスをワンストップで自由に選択できるサービス 

デジタルプラットフォーム／プラットフォーマー 
社会経済に不可欠なサービス（予約サービス、シェアリングサービス、

EC、SNS システム、電子決済サービスなど）を提供するアプリ／事業者 



7) インドネシアの主なモビリティーサービス

8) 企画・調査担当

株式会社 NNA 
グローバルリサーチグループ 
八幡 茜 ・ 金谷 美紗子 
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Ⅰ. 総括編 

 
Ⅰ-1. インドネシアにおけるモビリティーサービス市場環境 

ASEAN モビリティーサービス指標 年次 
シンガポ

ール 
マレーシ

ア 
タイ 

インドネ
シア 

フィリピ
ン 

ベトナム 

人口 （万人） 2018 564 3,239 6,779 26,416 10,660 9,458 

一人当たり GDP （米ドル） ※1 2018 64,041 10,942 7,187 3,871 3,104 2,551 

携帯電話普及率 （％） 2018/1 95 96 98 91 89 97 

スマートフォン普及率 （％） 2018/1 91 88 71 60 65 72 

1,000 人当たりの自動車保有台数 （台） 2015       

二輪販売台数 （万台）  2018       

四輪（乗用車）新車販売台数 （万台）  2019       

四輪（商用車）新車販売台数 （万台）  2019       

タクシー車両登録台数 （万台）  －       

四輪配車サービス車両登録台数 （万台） －       

都市鉄道一日平均乗客数 （万人） 2018       

※1. シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナムの人口および一人当たり GDP は推計値 / ※2. ベトナム二輪車協会（VAMM）加盟 5 社の二輪販売台数（輸入分を除く） 
※3. シンガポールの四輪新車販売台数は「新規登録台数」/ ※4. 商用車を含む（ディーラーへの出荷ベース、確定値） / ※5. タクシーのライセンス登録数（2019 年 11 月現在） 
※6. 登録ドライバー数（2016 年）/ ※7. インドネシア大手 2 社（2 社合算の全国シェア 70％超）の保有車両台数の合計（2020 年１月現在）/ ※8. マニラ首都圏（2018 年） /  

※9. ハノイ市およびホーチミン市（2019 年）/ ※10. ハイヤー（PHC）車両登録台数（2018 年 12 月現在）/ ※11. ライセンス登録ドライバー数（2019 年 10 月現在） 
 ※12. マニラ首都圏。ライセンス制限台数（2018 年末現在）/ ※13. ハノイ市およびホーチミン市。推計値（2019 年） 

※14. MRT / ※15. LRT クラナジャヤ線 / ※16. 高架鉄道（BTS）（2018/2019 年）/ ※17. MRT（2019 年） / ※18. MRT3 号線 

 
 

Ⅰ-1-1. ASEAN 6カ国の経済指標 
 
 

Copyright (c) NNA All rights reserved. 
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Ⅰ-1-2. ASEAN 6カ国のモビリティーサービス関連統計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ-1-3. ジャカルタのモビリティー関連統計 
 

ジャカルタ 年次 データ 

インドネシアの面積 （k ㎡） ※1 2018 1,910,931 

ジャカルタの面積 （k ㎡） 2014 661.5 

ジャカルタの人口 （万人） 2015 1,018 

ジャボデタベック（ジャカルタ首都圏）人口 （万人） 2016 3,100 

ジャカルタの昼間人口 （万人） 2014  

ジャカルタの夜間人口 （万人） 2014  

一日の流動（通勤・通学者）人口 （万人） 2014  

人口密度 （人/k ㎡） 2014  

ジャカルタの一人当たり GDP （米ドル） 2018  

ジャカルタの道路総延長 （km） 2014  

ジャカルタの道路整備率 （％） 2014  

ジャカルタの自動車台数 （万台） 2014  

ジャカルタの交通渋滞の混雑度 （％） ※2 2019  

1,000 人当たりのタクシー普及台数 （台） ※3 2012  

トランスジャカルタ（州営公共バス）の一日平均乗客数 （万人） 2019  

公共バスの利用率 （％） 2016  

公共交通機関利用率 （％） 2016  

※1. 日本の 5 倍強の国土。島の数は約 1 万 4000 以上。主要エリアは、ジャワ島、スマトラ島、スラウェシ島、カリマンタン島 
※2. 世界ランキング上位はインドのベンガルール（71％）とフィリピンのマニラ（71％） 

※3. タイのバンコクは 10.2 台、シンガポールは 5.3 台 

S
A

M
P

L
E
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Ⅰ-1-7. 二輪配車サービスのビジネスモデル 

 
グラフ 1 二輪配車サービスと派生サービスのビジネスモデル図解 

 
 
 価値提案  二輪配車サービス（バイクタクシーのオンライン化）による価値提案 
 
公共交通網が発達しておらず、都市部では慢性的な交通渋滞の課題を抱えるインドネシアにおいて、車の合間をぬって
移動ができるバイクタクシー（オジェック）は、もともと庶民の足として欠かせない交通手段である。一方で、身元が

わからないドライバーとユーザーとの料金トラブルがあったり、ドライバー側は客待ち時間が長いといった機会損失が
あったりした。バイクタクシーをオンライン化するというデジタル・イノベーションにより、ユーザーの利便性が高ま
り、同時にドライバーの売上も向上。ユーザーとドライバーの双方に利益をもたらすことで価値が認められ、アプリが

広く普及した。 
 
 キーパートナー / リソース  ドライバーが重要な顧客接点の役割を担う 
 
二輪配車サービスのドライバーは、デジタルプラットフォーマーにとって重要なパートナーであり、顧客接点を担う重
要な人的リソースである。配車サービスとともに、出前（外食宅配）サービスや宅配サービスといった物流も提供して
いる。また、利用料をオンライン決済で支払う際、現金をオンラインアカウントに入金する窓口としての役割を果たし
ている。配車サービスから派生した決済事業においても、オンラインとオフラインを繋ぐために必要な接点として、ド
ライバーが欠かせない存在となっている。 

キーリソース 

キーパートナー 

キーリソース キーリソース 

コスト構造 
収益 

チャネル 
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Ⅰ-1-4. モビリティーサービスに関するインドネシアの現状と課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グラフ 4 デジタルプラットフォームの主なステークホルダー 

 
 

https://www.tron.id/site/news 

SAPMLE 

https://www.tron.id/site/news
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Ⅰ-2-4. サービス利用料金 
 

二輪配車サービス 

法定運賃 

ゾーン I Sumatera、Jawa、Bali ※ジャカルタ首都圏(Jabodetabek)を除く 
・初乗運賃：IDR 7,000～10,000 （約 0.5～0.7 ドル） /4km まで 
・加算運賃：IDR 1,850～2,300 /毎 1km 
 
ゾーン II Jabodetabek 
・初乗運賃：IDR 8,000～10,000 /4km まで 
・加算運賃：IDR 2,000～2,500 /毎 1km 
 
ゾーン III Kalimantan、Sulawesi、Nusa Tenggara Timur、Maluku、lainnya 
・初乗運賃：IDR 7,000～10,000 /4km まで 
・加算運賃：IDR 2,100～2,600 /毎 1km 

 

グラフ 17 政令に基づく二輪配車サービス利用料金の地域区分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
グラフ 18  Gojek と Grab の二輪配車サービスのカバーエリア（2019 年） 

 
 
 
 
 
 
 

（出所）https://www.big.go.id/ 

 （出所）OpenStreetMap  

https://www.big.go.id/
https://www.openstreetmap.org/copyright
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