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はじめに 

 

みなさんはライドヘイリングサービス（ride-hailing service）という言葉をご存じだろうか？ 

自動車やバイクなどモビリティによる送迎サービスを意味し、ウーバーなどが提供する大規模な配

車サービスに用いられる言葉だ。元々は“ride-share”（ライドシェア 相乗り）との区別を明確にす

るために作られた。 

このライドヘイリングサービスが今、ASEAN で急速に普及している。背景には、Grab や Go-Jek

といった ASEAN 出自のモビリティプロバイダー、いわゆる「配車アプリ」が提供サービスを広げ、

人々の暮らしを便利にしていることがある。 

グローバルにみると、ASEAN のライドヘイリングユーザーの割合は、ライドヘイリングサービス

が浸透している中国や米国と比較すると、まだ高くはない。一方、ASEAN のライドヘイリングユ

ーザーが交通手段としてライドヘイリングに依存する割合は高い（図表1）。なぜなら、ASEANは

公共交通機関が発展途上であり、ライドヘイリングサービスが移動に不可欠だからだ。 

 

図表 1: ASEAN のライドヘイリング浸透状況（2018 年） 

 

Source: Statista等を基にローランド・ベルガー作成 

 

加えて、ライドヘイリングサービスは今や移動に限らず、フードデリバリーや買物代行、そして決

済まで、サービス領域を拡げている。ASEAN では、Grab や Go-Jek といった配車アプリが、まさ

に人々の生活インフラとなっているといっても過言ではない。 
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ASEANにおけるモビリティーサービスの浸透状況（2018）

ASEAN各国のモビリティサービスユーザー割合はまだ低いものの、
ユーザーの依存度は高く…

Source: Statista, Roland Berger
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6.4%

28.5%

17.9%

5.6%

11.8%

30.8%

5.5%
10.5%

4.4% 3.9%

ライドヘイリング
ユーザーの
交通費支出に
占めるライド
ヘイリング割合2)

ライドヘイリング
ユーザーの
割合1)

5 モビリティサービスへの依存度が高く生活インフラ化している
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中国や日本では、WeChat や LINE のようなコミュニケーションサービスを起点にスーパーアプリ

化が進んだ一方、ASEAN では Grab や Go-Jek のようなモビリティサービスを起点に、スーパーア

プリが生まれたのだ。 

それでは、スーパーアプリ化した ASEAN のモビリティプロバイダーは、今後どのように進化する

だろうか？ 

結論から言うと、「ASEAN では将来、モビリティプロバイダーがプラットフォーマー化し、小売

り業や外食業の業界構造を、ディスラプト（創造的破壊）していく」と筆者はみている。 

本稿ではその可能性について、具体的なビジネスモデル仮説を含めて説明する。その全体像は、図

表 2 の通り、大きく二つある。第一に、モビリティプロバイダーが小売り・流通としての役割を強

め、メーカーポジションまで取る動き。第二に、外食のサプライチェーンを変革し、更には自らが

外食プレーヤーにまで展開する動きである。順を追って説明しよう。 

 

図表 2: ASEAN モビリティプロバイダーのビジネスモデル展開仮説 

 

Source: ローランド・ベルガー作成 
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モビリティプロバイダーのビジネスモデル展開仮説

ASEANのモビリティプロバイダーは、消費財、外食、小売・流通といった
消費者関連ビジネスをディスラプトする可能性を秘めているのでは

Source: Roland Berger

小売

外食

現状 ビジネスモデルの展開仮説
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1. 即時デリバリーでコンビニ／伝統的小売を淘汰する 

 

ASEAN のモビリティプロバイダーは、即時デリバリー（注文から配達完了までが 15 分程度内）を

実現し、コンビニや伝統的小売（個人経営の小規模店、露店等）を淘汰するかもしれない。 

 

図表 3: 消費チャネル（小売＋飲食）の即時性×嗜好性によるマッピング 

 

Source: Euromonitor、その他各種二次情報、インタビューを基にローランド・ベルガー作成 

 

上記の図表 3は、小売りチャネルを即時性と嗜好性でマッピングしたものである。 

コンビニと伝統的小売は、他のチャネルと比べ、即時性が価値である。何かが必要になったときに

近くにあって便利、コンビニや個人商店の役割は日本も ASEAN でも同じだ。日用生活品を中心と

したコモディティ商品では、ASEAN でも即時性を価値とするコンビニや伝統的小売が重要な役割

を担っている。 

このため、これらのチャネルでは EC 化、オンラインデリバリーが浸透しておらず、オンラインデ

リバリーが成長しているその他のチャネルとは対照的である（図表 4）。 
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消費チャネル（小売+外食）の即時性×嗜好性によるマッピング

一般的に消費チャネルは、入手までにかかる時間の許容度と、商品
選定に対する拘りの強さで大まかに分類ができるが…

即時性（「欲しい」と思ってから入手までの時間）

嗜好性
（個人の好みによる商品選定の拘りの強さ）

24時間以内

1時間以内

15分以内

* 各チャネルの金額はASEAN全体における市場規模

一般的に即時性を求める傾向は
他チャネルと比較して極端に強い

Source: Desktop research, Euromonitor, Expert interview, Roland Berger

コンビニ／伝統的小売

250bnUSD

レストラン／カフェ

120bnUSD
スーパーマーケット／
ハイパーマーケット

200bnUSD ショッピングモール、
百貨店、専門店、等

80bnUSD

目的買いと衝動買いの観点を入れ
るかどうするか
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図表 4: 消費チャネル（小売＋飲食）における ASEAN のオンラインデリバリー状況（2018 年） 

 

Source: Euromonitor、その他各種二次情報、インタビューを基にローランド・ベルガー作成 

 

一般的に、即時性が求められる購買において、注文し自宅に届けてもらうまでの許容時間は 15 分

程度内と言われている。これは 5 分でコンビニまで歩き、購買に 5 分かけ、5 分で帰る時間感覚に

相当する。 

グローバルでは、多くのプレーヤーが 15 分デリバリーに挑戦している。例えば、スウェーデンの

自走式無人コンビニの Moby Mart や自動宅配ロボットの Starship、そしてドローンによるラストワ

ンマイルデリバリーでは Amazon や Google、DHL のような大手が実証実験を重ねている。しかし、

未だコンビニを代替しうるモデルは実現しておらず、即時デリバリーは難しいビジネスモデルだ。 

一方、Grab や Go-Jek のような ASEAN のモビリティプロバイダーは、即時デリバリーを実現でき

るかもしれない。Grab は既にコンビニの買い物代行を開始しているが、オペレーションが徹底的

に高度化・効率化されると、都市部では 15 分内のデリバリーも夢ではない。そのオペレーション

イメージを示したものが図表 5だ。 
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ASEANの消費チャネルにおけるオンラインデリバリー進展（2/2）

実際、コンビニ／TT以外のチャネルではオンラインデリバリーの成長
率は高く、シェアも5~10%にまで上昇している

Source: Desktop research, Euromonitor, Expert interview, Roland Berger
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図表 5: モビリティプロバイダーによる即時デリバリーのオペレーションイメージ 

 

Source: ローランド・ベルガー作成 

 

上記のオペレーションのカギは、簡易倉庫を担う回遊型バックヤードの自動車とラストワンマイル

を担うバイクの密度だ。自動車はトランクにコモディティ性の高い商品をストックして需要が見込

まれるエリアを回遊する。一方、ラストワンマイルを担うバイクは、注文が入ったら回遊型バック

ヤードから商品を受け取り、15分以内に顧客にデリバリーする。 

ASEAN の都市は世界的にも有名な渋滞エリアであり、ラストワンマイルの担い手としてはバイク

が適している。実際、ASEAN の多くの国は世界的に見てもバイク大国である（ベトナム、インド

ネシア、タイ、マレーシアは人口に対するバイク台数が世界トップ 10に入る）。 

回遊型バックヤードとバイクの連携からなる即時デリバリーは、オペレーションの観点では難易度

が高い。しかしながら、テレマティクスを駆使したカーゴマッチングの技術を応用すれば、精度の

高いデリバリーオペレーションを実現可能だ。実際、タイではテレマティクスを活用した実証実験

が進んでおり、モビリティプロバイダーによる即時デリバリーの具現化は近い。 

また、商品の即時デリバリーは回転率の高いビジネスモデルとなるため、1 トリップあたりの収益

が小さくても数をこなすことで相応の事業規模になる。商品デリバリーとフードデリバリーの 1 ト

リップとの比較でみても、モビリティプロバイダーとして旨味があることがわかる（図表 6）。 
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即時デリバリーのオペレーションイメージ

密に張り巡らされたドライバー網が、回遊型バックヤードとラストワンマ
イルモビリティの役割を果たし、即時デリバリーを実現

Source: Roland Berger

商品供給拠点 回遊型バックヤード ラストワンマイルデリバリー

> コンビニ／伝統的小売
が回遊する車両の商
品補充の中継地点と
して機能

> 車内やトランク、荷台に商品を
積んだ乗用車、ピックアップト
ラックが、街を回遊し、コンビニ
におけるバックヤードの役割を
果たす

> アプリで注文を受けると、バイク／自転車が最寄り
のバックヤード車両から商品を受け取って、消費者
の自宅に配達

> 渋滞の影響を受けないバイクゆえ、注文から15分
以内の配達を実現

テレマティクスによって、全車両・バイクの位置、渋滞状況、及び車両内の
商品在庫状況をリアルタイムで把握し、最適な配送マッチングを判断

1 密に張り巡らされたドライバー網で即時デリバリーが可能 必要なドライバー密度を定量的
に出してみる？

タマゴ屋のデジタルモデルと
言ってもいいのでは
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図表 6: 即時デリバリーによる収益イメージ（簡易試算）［USD］ 

 

Source: Euromonitor、その他各種二次情報、インタビューを基にローランド・ベルガー作成 

更に、消費チャネルとしての規模を見ても、コンビニ／伝統的小売は市場規模が大きく、オンライ

ンデリバリーのラストフロンティアとしても魅力的だ。モビリティプロバイダーが真剣に狙う意義

は充分にある。 

この即時デリバリーが実現すると、流通にどのようなインパクトをもたらすのだろうか。 

端的には、コンビニ／伝統的小売の役割が変わり、その絶対数が減ることにある。モビリティプロ

バイダーによるデリバリーがシェアを拡大し、商品供給機能としてのコンビニ／伝統的小売の必要

数は減る。例えば、中国では既に 100 メートル以上距離が離れていればモビリティプロバイダーの

デリバリーサービスを利用するという消費行動が根付いているが、ASEAN でも都市部を中心とし

て、モビリティサービスによる即時デリバリーが一般化していくだろう。 

他方、コンビニや伝統的小売は、商品供給ではなくサービス拠点としての価値を高め、生き残りを

図ろうとするだろう。具体的には、公共料金の支払いや宅配物の出荷など日本のコンビニのような

サービス機能を拡充し、物販は「ついで買い」需要の位置づけとなっていく。店舗フォーマットも

随分変わるはずだ。日用品陳列のスペースは限定的となり、例えばイートインコーナーにより大き

なスペースを割くようになるかもしれない。 

実際、タイではセブンイレブンが宅配事業に本格参入している。これまでは LINE を介して宅配注

文を請けていたが、デリバリー専門アプリの「7 イレブン・デリバリー」を導入。100 バーツ以上

の購買では配達料金を無料にするという力の入れようだ。従来型小売の王者とも言えるコンビニさ

え、モビリティプロバイダーの侵攻に危機感を持っている証左であろう。 

このように ASEAN では、モビリティプロバイダーが小売り・流通業を変えつつあり、従来型プレ

ーヤーの戦略に影響を及ぼし始めている。ASEAN だけでなくグローバルでは、「デジタル化」、

「ディスラプター」、「地域特性」の 3 つが変数となり、流通構造の地殻変動が進んでいる。各地

域の特徴を踏まえ、小売り・流通業の新たな戦略を模索することが必要なのだ。 

11

各ビジネスモデルの収益シミュレーション

即時デリバリーでは回転率を高められ、結果、時間当たりの収益を
フードデリバリー近くにまで上げることは可能

Source: Desttop research, Expert interview, Roland Berger

Transportation

Food delivery

Goods delivery
（即時デリバリー）

10Fare

GMV1) per 1 trip [USD]

Spent time per 1 trip
[min]

Sales revenue
per 1 hour [USD]Take rate

Unit price per 1 trip

20

23

3Delivery

Order

Total

7Order

Total

1.5Delivery

8.5

20%

20%

90%

20%

90%

30

30

15

4

8

13

5

6

11

5回転率の速さによって時間
あたりの収益を高めるモデル

簡易試算

2 即時デリバリーの収益性は高く魅力的

1) Gross merchandize volume （流通取引総額）
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2. モビリティプロバイダーが消費財メーカーの D2C チャネルを担

う 

 

他方、消費財メーカーからみてモビリティプロバイダーはどのような存在となるだろうか。 

ASEAN でビジネスをする消費財メーカーにとって、流通チャネルは常に悩みの種だ。コンビニや

スーパーといったモダントレード、個人商店中心の伝統的小売り双方で、異なる問題がある。 

第一に、モダントレードはコントロールが難しい。例えば、本部と商品陳列方法やポップの見せ方

を握っても、末端の店舗がその指定通りに動く保証はない。正しく商品が並べられているか等を確

認するために店舗に人を貼り付けることも必要だ。交渉についてもモダントレードは強気で、タフ

なコミュニケーションが求められる。 

一方、伝統的小売りも別の難しさがある。モダントレードのように本部を持たないゆえに、末端店

舗の一つ一つに契約交渉をしていかなければならない。フィリピンやインドネシアのように多数の

島々からなる国の場合、行くだけでも一苦労だ。しかも、多くはローカルのファミリービジネスで

あるため、現地の商習慣や情緒面を配慮し、ローカルスタッフで組成した営業部隊が必要だ。代金

回収等が進まずトラブルも多い。 

このような中で、消費財メーカーからすると、モビリティプロバイダーが流通を担うことに対して

大きな期待がある。コントロールが難しく手間がかかる小売りチャネルと付き合うよりも、ライド

ヘイドリングサービスをチャネルとして、直接消費者に売ったほうがメリットがある。 

一般的には、ASEAN の伝統的小売りは、日本のようにコンビニをはじめとするモダントレードに

置き換えられていくという見方が強い。しかし、PC を介さずスマートフォンが普及したように、

小売り・流通構造においても「リープフロッグ（蛙跳びのように一気に状況が進むこと）」が起こ

るのではないか。すなわち、モダントレードではなく、モビリティプロバイダーによる小売りのデ

ィスラプションであり、端的にはモビリティプロバイダーが担う役割が、ラストワンマイルから小

売りに変わるのだ（図表 7）。 
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図表 7: モビリティプロバイダーの小売・流通化 

 

Source: ローランド・ベルガー作成 

このような世界では、メーカーはコンビニやスーパーマーケットに商品を卸す代わりにモビリティ

プロバイダーに直接商品を卸す。モビリティプロバイダーは倉庫機能を持つが、その役割を果たす

のは前項で述べた回遊型バックヤードだ。定置型の倉庫キャパシティは最小限にするだろう。モビ

リティプロバイダーは、このバックヤードから消費者の注文に応じてデリバリーを行っていく。 

メーカーにとっては、待望の D2C（Direct to Consumer）モデルの実現となる。流通コストを抑

えられるだけではなく、前述した流通にまつわる様々な悩みもクリアでき、消費者の情報も取りや

すい。一方消費者側も、中間流通がなくなることで、価格低減、鮮度向上などのメリットを享受で

きる。 

例えば、Grab はハイネケンとの提携し、中間流通を通さずにハイネケンから Grab 経由で消費者に

直接ビールをデリバリーするサービスを開始した。また、Uber が Cargoと組んで行ったお菓子の

車内販売も、モビリティプロバイダーが小売り機能を担っている。 

将来、モビリティプロバイダーが届ける商品は広がるだろう。調査会社 INTAGE(Thailand)の調査

によれば Grab のデリバリーで美容関連商品の購入を検討したいという人の割合は、若い女性の 7

割以上だ（「購入したい」が 32.7%、「やや購入したい」が 48.0%）。具体的な商品としては、ボ

ディケア、フェイシャルスキンケア、ヘアケアが高い。 

花王等、多くの日系トイレタリーメーカーが ASEAN に工場を持っているが、モビリティプロバイ

ダーの進化はこれらのメーカーに事業機会をもたらすだろう。例えば、日系プレーヤーがモビリテ

ィプロバイダーを活用し中間流通や小売りを排除することで、価格を抑えた D2C モデルを構築で

きれば、多くの消費者が関心を持つかもしれない。 

消費者やメーカーにとって、これまで既存の小売り・流通業が担ってきた役割は大きい。しかしな

がら、デジタル化の本質の一つは「中抜き」だ。ASEAN は、ダイナミックな小売り・流通のディ

スラプション（創造的破壊）が起こり、世界で最も D2C が一般化する可能性を持っている。 

22

モビリティプロバイダーによる更なる小売・流通の変革

更に変革が進むと、モビリティプロバイダーが小売・流通そのものとな
り、コモディティ商品の購買はM2C1)モデルが一般的になる可能性も

企画／製造 小売／流通 購買

現状
メーカー コンビニ／伝統的小売 消費者

Source: Roland Berger

D2C

メーカー 消費者モビリティ
プロバイダー

コンビニ／伝統的小売

メーカーからの直販形態を取り、そのロジスティクスを
モビリティプロバイダーが担い、結果的に
モビリティプロバイダーが小売・流通と化する

モビリティプロバイダーが一時的な商品保管機能
も持つ（但し、回遊型バックヤードとしての車両が
存在するため、倉庫キャパは必要最低限）
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3. モビリティプロバイダーによる PB がコモディティ市場を奪う 

 

ASEAN のモビリティプロバイダーは、ライトヘイリングサービスを基点にその提供価値を拡げ、

既にスーパーアプリ化している。スーパーアプリの本質は、消費生活の大半がひとつのアプリ上で

完結することにより、あらゆるタイプの膨大な消費行動データが集積されることにある。 

実際、Grab や Go-Jek といったプロバイダーは移動に関するデータに加え、モノの購買データ、フ

ードデリバリーの購買データ、サービス（例：出張マッサージ等）の購買データ、そして決済ソリ

ューションによる決済データ等、多くのデータを収集している。特に決済については、自前のプラ

ットフォーム外で活用されれば獲得できるデータ量は一気に拡がる。 

例えば、Grab Payを使っている消費者は、Grabが提供するサービスだけでなく、Grab Payが使え

るあらゆる場所で Grab Pay を使っている。suica や楽天ペイのように、ASEAN ではモビリティプ

ロバイダーの決済サービスが日常的に使われている。 

現在、ASEAN のペイメント市場は群雄割拠だ。しかし、ライトヘイリングサービスへの依存度の

高まりを踏まえると、モビリティプロバイダーが決済市場を抑え、圧倒的なデータを獲得していく

可能性は高い。 

この膨大なデータを、モビリティプロバイダーはどう活用するだろうか。答えのひとつは PB（プ

ライベートブランド）だろう。Amazon が PB を手掛けるのと同じ発想だ。小売り・流通機能を奪

った次は、メーカー機能に侵食する。これが、ASEAN で起こりうるモビリティプロバイダーの進

化だ。 

実際、PB を行う上で、モビリティプロバイダーはアドバンテージを持つ。膨大なデータに加えて、

消費者に届ける物流ネットワークを自前で持つ点だ。自らのネットワークを活用すれば、E コマー

スの PBよりもトータルコストを抑えることができるだろう。 

価格だけでなく、一般的な小売りの PB と比べ直接届けるという利便性も訴求できる。しかも、15

分程度内の即時性も兼ね備えて。コモディティが中心の PB にとって、より低価格であることと、

より購買利便性が高いことが大きな優位性になることは想像に難くない。 

 

4. セントラルキッチンがゴーストレストランに進化する 

 

スーパーアプリ化したモビリティプロバイダーは現在外食産業も侵食している。 

例えば、Grab は、タイやベトナムでセントラルキッチンをオープンした。目的は、郊外にあるレ

ストランに対し、配達の利便性が高い立地のセントラルキッチンを提供し、本来商圏外の消費者に

デリバリーを可能とすることにある。レストラン側にとっては、商圏が拡がるメリットがある。 

このセントラルキッチンモデルはレストラン側にとって、外食における店舗展開の在り方を大きく

変え得る。つまり、レストラン側は店舗を持たず、モビリティプロバイダーが持つセントラルキッ

チンを活用してデリバリー専門飲食業態になることを可能とするのだ。 

レストラン側はレシピ開発と調理に特化し、モビリティプロバイダーが消費者にデリバリーする。

フラグシップ店を持ち認知度向上とブランディングを行い、あとはセントラルキッチンからのデリ

バリーで稼ぐという効率的なモデルが実現できる。 
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特に、日系外食プレーヤーにとっては、現地デベロッパーとのやり取り含めた多店舗展開は悩まし

い課題だが、このモデルであれば出店に頼らずデリバリーで売上を伸ばすことも可能となる。初期

投資を抑えられるので、ASEAN 進出のハードルは下がるだろう。 

このようなビジネスモデルは、グローバルで「ゴーストレストラン」という名称で広がりつつある。 

例えば、米国カリフォルニア州で Kitchen United は、デリバリーとキッチンを有するプラットフォ

ーム事業を展開し、Google Ventures 等から 1,000 万ドルの資金調達を実現した。また、Uber の元

CEO であるトラヴィス・カラニック氏はゴーストレストラン事業を運営する City Storage Systems

を買収し、自らこの事業の舵取りを行っている。日本でも SENTOENといったデリバリー専門のシ

ェアキッチンビジネスが既に存在する。 

ゴーストレストランのビジネスモデルは、実店舗を開店する外食モデルの 5%程度の初期費用で事

業を開始できるというメリットを持つ。加えて、モビリティプロバイダーが展開した場合は一般的

なゴーストレストランに加えてデリバリーの効率性が付加される。 

更に、モビリティプロバイダーがもたらすもうひとつの優位性として、コモディティ性の高い食材

を共同購買にしてレストラン側によりコストメリットを提供できる可能性がある。 

ASEAN の飲食業が行う食材調達は BtoB と BtoC の区別が曖昧だ。飲食店は卸売から食材を調達す

るのではなく、近隣のスーパー等から買ってくることも多い。こういったケースでは食材・食品メ

ーカー側の卸売流通も非効率になりがちであり、買い手の飲食店も最適価格での調達ができていな

い場合が多い。この非効率な流通を合理化するという意味でも、食材の共同購買は意義があるので

はないだろうか（図表 8）。 

 

図表 8: モビリティプロバイダーによるゴーストレストラン 

 

Source: ローランド・ベルガー作成 
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デリバリー専門飲食モデルのイメージ

既にGrab等で進むセントラルキッチン機能を発展させると、膨大な外食
消費データを駆使したデリバリー専門飲食業態の可能性も存在

B デリバリー専門飲食モデル

飲食店 セントラルキッチン 消費者

Source: Roland Berger

実店舗はブランディングの役割のフラグ
シップのみとし、実店舗数は最小化

セントラルキッチンで調理された
料理を消費者にデリバリー

モビリティプロバイダーがセントラルキッチンを
提供。飲食店はコックを派遣し、そこで調理

主たる販路はセントラルキッチンから
のデリバリーとして、ここで収益確保
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5. モビリティプロバイダーがデリバリー専門飲食業態を展開する 

 

最後に、モビリティプロバイダーが自らデリバリー専門の飲食事業を始め、外食産業をディスラプ

トする可能性についてみてみよう。 

ゴーストレストラン事業でモビリティプロバイダーが得られるオペレーションノウハウや消費者デ

ータは大きなアセットとなる。あらゆる飲食店が最適な調理オペレーションを実現できるよう、セ

ントラルキッチンの在り方は精度を高めていく。什器の配置等を含めてどのような形態であれば調

理人の稼働を高め、効率的に料理ができるかは徹底的に研究されるはずだ。 

更には、消費者の属性、嗜好性、利用頻度などの外食に関わるビックデータが蓄積されていく。 

ここまで揃うと、消費財の PBと同じように、PBとしての外食展開が可能となる。フードデリバリ

ーの浸透が進む ASEAN の状況を踏まえると、モビリティプロバイダーによるデリバリー専門飲食

業態が ASEAN の消費者の食習慣に新たなオプションとして受け入れられる可能性は充分にある。 

最終的には、外食プレーヤーはレシピ開発・提供に特化し、モビリティプロバイダーが調理提供す

るというアウトソーシングモデルが成り立つかもしれない。モビリティプロバイダーは、外食産業

のプラットフォーマーになる可能性を持っているのだ（図表 9）。 

 

図表 9: モビリティプロバイダーによるデリバリー専門飲食業態 

 

Source: ローランド・ベルガー作成 
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デリバリー専門飲食モデルのイメージ

既にGrab等で進むセントラルキッチン機能を発展させると、膨大な外食
消費データを駆使したデリバリー専門飲食業態の可能性も存在

B デリバリー専門飲食モデル

飲食店

セントラルキッチン

消費者

調理受託
（食材の共同購買等も）

モビリティ
プロバイダーの
オリジナル
メニュー調理

コックの派遣ではなく、
レシピを提供し、調理委託

人気飲食店のレシピを参考に
メニュー開発

消費者の外食購買データ
を元にメニュー開発

Source: Roland Berger
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終わりに 

 

以上、モビリティプロバイダーによる ASEAN の小売・流通、そして外食産業に対するディスラプ

ションの可能性について検討を進めてきた。 

実際グローバルでは、数年前には想像もしなかったディスラプションが新興プレーヤーによりもた

らされている。変化のスピードが遅い日本にいると、このようなダイナミズムを感じにくいかもし

れない。しかしながら、事業のグローバル展開を志向するのであれば、世界各地で起こるデジタル

化による変化の波は把握すべきトレンドだ。特に、ASEAN ではモビリティプロバイダーがプラッ

トフォーマー化し、消費生活のデジタル化が進むというユニークな事象が起こっている。 

本稿がこのダイナミックな変化を遂げようとする ASEAN を好機と捉え、更なる飛躍を目指す日系

企業の一助となれば幸いである。 
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