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クラウドソ シングの始め⽅クラウドソーシングの始め⽅

株式会社 クラウドワークス
執⾏役員 ⽥中 優⼦

在宅ワークとは在宅ワ クとは
業務委託契約に基づき業務委託契約に基づき、

パソコンを使⽤して、

サービスの提供、成果物の納品を⾏う、

在宅の仕事のこと
※⼿作業などの仕事は内職となり在宅ワークとは異なる



在宅ワーカーがしなければないこと在宅ワ カ がしなければないこと
営業 業務 管理営業 業務 管理

仕事を パソコンで 契約、経理仕事を

獲得する

パソコンで

仕事をする
税⾦などを
管理す獲得する 仕事をする 管理する

在宅ワークって在宅ワ クって
なんだか難しそう・・・



在宅ワークにおける仕事の探し⽅

知⼈の紹介 エージェント登録

クラウドソーシングクラウドソ シング

求⼈に応募 説明会に参加

クラウドソーシングなら

仕事探し 営業 契約仕事探し、営業、契約、
個⼈情報や⼝座情報のやりとり、

請求書・領収書の発⾏、
⼊⾦の確認 など⼊⾦の確認・・・など

⾯倒なこと、不安なことを
省略できます！省略できます！



crowd  sourcingc o d sou c g

群衆 委託群衆 委託

インターネットを活⽤し、世界中の⼈材資源に
が ビ直接アクセスし、仕事の受発注ができるサービス

発注者＝クライアント
（企業 個⼈）

発注者＝クライアント
（企業 個⼈）

受注者＝メンバー
（主に個⼈）

受注者＝メンバー
（主に個⼈）

オンラインで
直接つながり（企業・個⼈）（企業・個⼈） （主に個⼈）（主に個⼈）

仕事依頼

直接つながり
マッチング

仕事依頼

業務実⾏・納品



クラウドソーシングなら

会 たことのない⼈と

クラウドソ シングなら

• 会ったことのない⼈と
⾮対⾯ まま• ⾮対⾯のまま

• 仕事を⾏って
• 報酬を得られる

クラウドソーシングが可能にすることクラウドソ シングが可能にすること



地⽅に住むエンジニアやデザイナーが、
場所や時間にとらわれずに仕事をして

フリーランスとして活躍する

⼦育て中の主婦が 空き時間を⼦育て中の主婦が、空き時間を
活⽤してちょっとした収⼊を得る活⽤してちょっとした収⼊を得る



定年退職したシニアが
スキルを活かして在宅で仕事をして

社会との接点をもつ

国内外で多数のサービスが展開国内外で多数のサ ビスが展開
総合系 写真素材 クリエイティブ

翻訳 マイクロタスク



⽇本最⼤級のクラウドソーシング⽇本最⼤級のクラウドソ シング
「クラウドワークス」

サービス開始 ：2012年3⽉〜
クライアント数：9.6万社
登録ユーザー数：67万名
※ 2015年6⽉末現在

クラウドワークスの特徴クラウドワ クスの特徴

• 登録・検索・応募は無料
• システム利⽤料は報酬の5〜20％システム利⽤料は報酬の5 20％
• WEBですべて完結• WEBですべて完結



インターネット上で受発注のすべてが完結

依頼だけなら
無料

メール・電話・
Skypeなどでコミュ

ニケーション

仕事の
依頼 契約 業務

管理 検収 ⽀払発注 仮払い

無料

依頼 管理

契約応募
提案
・

業務
納品受注 報酬

受取業務
業務委託契約・

秘密保持契約など
⼿数料を

差し引いた
報酬を獲得

「クラウドワークス」上で完結

発注できる仕事のカテゴリは188種類



ベビーカーの商品アイデア募集ベビ カ の商品アイデア募集

アップリカが
次世代ベビーカーの
商品開発アイデアを商品開発アイデアを
⽇本中の個⼈から
募集

ママの⽴場から数多くの提案が集まるママの⽴場から数多くの提案が集まる



⾏政によるロゴデザインの仕事⾏政によるロゴデザインの仕事
【外務省】

【国⼟交通省】【国⼟交通省】

地⽅⾃治体のチラシデザインの仕事地⽅⾃治体のチラシデザインの仕事
【⼤阪市】【宮崎県】

【京都市】 【宮崎市】



全国の観光スポットや店舗の写真撮影の仕事国 観光 ッ 店舗 写真撮影 仕事

企業PR動画の撮影・編集の仕事企業PR動画の撮影・編集の仕事



始めるために必要なもの始めるために必要なもの

パパソコン
インターネットインターネット
メールアドレス

クラウドワークスの発注形式
発注には３つの形式があります発注には３つの形式があります



形式ごとに仕事の仕⽅が異なります

プロジェクト形式 コンペ形式 タスク形式

応募する応募する 提案する提案する 作業を開始する作業を開始する

条件交渉をし
て契約をした

作品が提案し すぐに作業が
て契約をした
後に作業開始

採⽤後に納品 可能

クラウドワークスのユーザー像
男⼥⽐ 法⼈・個⼈割合 年齢構成

[分類名]
2%

45-50歳

50-55歳
5%

[分類名]
2%

60歳以上
3%

法⼈

3%
20-25歳

13%

45 50歳
8%

男性⼥性

個⼈・

25-30歳
17%40-45歳

13%

男性

50%

⼥性

50%

フリー

ラン… 30-35歳
20%

[分類名]
17%



地⽅でも働ける地⽅でも働ける
発注 受注

東京東京

東京
9％
東京
9％

17%クラウドワークスでの
エリア間の取引の割合

54％54％
東京以外

45％
東京以外

45％83%
全取引全取引

東京
7％
東京
7％

15% 東京以外で
受注

東京以外
46％

東京以外
46％

7％7％

東京以外東京以外

受注
計84%

東京以外
39％

東京以外
39％85%

海外にいても、⽇本の仕事ができる海外にいても、⽇本の仕事ができる
クラウドワークスに会員登録している海外ユーザーの居住国（⼀部抜粋）

⽶国 フランス メキシコ ミャンマー ペルー

中国 マレーシア スウェーデン フィンランド ポルトガル

ベトナム 台湾 デンマ ク ラトビア バングラディッシュベトナム 台湾 デンマーク ラトビア バングラディッシュ

フィリピン ブラジル アイルランド ポーランド ヨルダン

オーストラリア インドネシア スイス アルゼンチン パラグアイ

カナダ ニュージーランド トルコ グアテマラ エクアドル

タイ カンボジア ネパール セネガル パナマ

韓国 インドネシア モルドバ オ ストリア パラオ韓国 インドネシア モルドバ オーストリア パラオ

シンガポール イタリア マカオ モンゴル ブルガリア

ドイツ ベルギー ロシア スロベニア ブータン

⾹港 スペイン ギリシャ ノルウェー ケニア

イギリス オランダ エジプト ハンガリー モルディブ



「家族みんなで旅をしながら働きたい」

「ママになってもデザイナーでいたい」



「クラウドワーキング⼥⼦代表になりたい」

若⼿医師がシニア開発者に⼼房細動検知アプリ開発を依頼若⼿医師がシニア開発者に⼼房細動検知アプリ開発を依頼

⽇経産業新聞1⾯に掲載



育児の合間にライティングで在宅ワーク育児の合間にライティングで在宅ワ ク
娘と息⼦の2児を⼦育て中の⼥性【契約詳細】 娘と息⼦の2児を⼦育て中の⼥性。
まだ⼦供の⼿がはなれず職場復帰が
難しいため、クラウドワークスで
記事作成の仕事を中⼼に在宅ワーク中

【契約詳細】

受注者 ：Aさん
（30代 ⼥性） 記事作成の仕事を中⼼に在宅ワ ク中。

記事作成のお仕事は、
使ったことのある施設やサービスのこと

（30代 ⼥性）

契約内容：美容やダイエットに 使ったことのある施設やサ ビスのこと
を紹介してください、というタイプの
ものから、⾃由度が⾼く、専⾨知識が
必要になるものまで様々。

関連する記事の
ライティング

だれでも始められるジャンルだけあって
競争相⼿も多いので、まずは⼩さな仕事
から引き受けて、すこしずつ信頼を
⾼め く とが必要になります

契約⾦額：5,000円から
10,000円前後

⾼めていくことが必要になります。契約⾦額：450,000円（合計）

エクセルのマクロの技術で在宅ワーク

仕事で使っていたエクセルのVBAやマクロ開発の【契約詳細】
技術を活かして在宅ワークで活躍中。
発注者からのお仕事依頼を、パズルを解くような
感覚で楽しみながら働いています。

【契約詳細】
受注者 ：Eさん

（60代 男性）

エクセルを使ったお仕事は、⼿書き⽂字をデータ
化するような単純な仕事から、
Eさんが引き受けているような プログラマに近

契約内容：エクセルで⽤いる
マクロ・VBA開発

Eさんが引き受けているような、プログラマに近
いお仕事まで様々なものがあります。
マクロやVBAに関する仕事はできる⼈が
限られるため 単純な⼊⼒作業と⽐べると

契約⾦額：10,000円から
60,000円前後

限られるため、単純な⼊⼒作業と⽐べると
単価は⾼め。エクセル関連のお仕事は、
⾃⾝のスキルアップが報酬に直結する部分が⼤き
いといえます。

契約⾦額：120,000円（合計）

と えます。



若者・⼥性・シニア・フリーランス、あらゆる⼈が
時間と場所にとらわれな 新し 収⼊を時間と場所にとらわれない新しい収⼊を

実績・評価・本⼈確認で⾃⼰PRが可能実績 評価 本⼈確認で⾃⼰PRが可能



⾃⼰ＰＲ⽂は５０⽂字以上が必須

⾃⼰PRのメッセージ⽂字数と受注実績との相関

260

380
300

360 380

100
180

0 1-50 50-100 100-150 150-200 200-300 300-

本⼈確認書類を提出することで受注率がアップ

本⼈確認書類の有無と受注実績との相関

本⼈確認書類を提出することで受注率がアップ

本⼈確認書類の有無と受注実績との相関

238

100

未 済



スキル登録は多ければ多いほどよい

スキル登録数と受注実績との相関スキル登録数と受注実績との相関

127
173

218

100 127

0 1-5 6-10 11-

“働く”を通して ⼈々に笑顔を働く を通して、⼈々に笑顔を


