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⾃分らしい働き⽅発⾒セミナー(第1回)⾃分らしい働き⽅発⾒セミナ (第 回)

⾃⼰紹介

菊池 誠晃
きくち まさあき

菊池 誠晃

経歴：1978年3⽉25⽇⽣まれ（愛媛県出⾝）

1997年：愛媛県内の⼤学在学中に
WEB企画・制作・運営会社を企業。WEB企画 制作 運営会社を企業。

2001年：⼤学卒業後、「⼤きな市場で勝負したい」と考え、上京。
株式会社サイバーエージェントに⼊社株式会社サイバーエージェントに⼊社。

2005年：株式会社リアルワールドを設⽴。代表取締役社⻑に就任。
現在に⾄る現在に⾄る。



［1］リアルワールドについて

会社紹介

株式会社リアルワールド

✔･ 本社 東京都渋⾕区✔ 本社 東京都渋⾕区

✔･ ２００５年７⽉設⽴

✔･ ２００８年⽇本初！クラウドソーシング開始

✔･ 国内最⼤８５０万⼈！クラウドメディア運営



リアルワールド ミッション

ネットがリアルを⾷ってはいけない。
ネットが⼈を孤独にしてはいけない。
ネットがコミュニケ ションを断ち切 てはいけないネットがコミュニケーションを断ち切ってはいけない。

⼈に役⽴つはずのネットが
⼈を消耗させてはいけない

ネットからリアルへ

⼈を消耗させてはいけない。

⾷べること、笑うこと、話すこと、
動くこと お⾦を得ることネットからリアルへ。 動くこと、お⾦を得ること。
⼈が⽣きていくためのライフラインになれないなら、
ネットなんて必要ない。

新しい時代の、
新しいリアリティを創っていこう。

それがリアルワールドの
⾃分たちへの、そして社会への責任。

ネットからリアルへ。

会員5,637⼈でカンボジアに⼩学校を建築。



サービスのご紹介

総会員数

850万⼈以上 約60億円相当

報酬提供総額

850万⼈以上 約60億円相当
※2014年5⽉末現在

ポイントを交換するポイントを貯める

クラウド事業 ポイントエクスチェンジ事業

ポイントを貯める

-クラウドソーシング-

現⾦・電⼦マネーなどに交換が可能-クラウドメディア-

※ 交換先⼀部抜粋

［2］クラウドソーシングとは



在宅ワークの今後（政府⽅針）

世界最先端ＩＴ国家創造宣⾔（平成２５年６⽉１４⽇ 閣議決定）■世界最先端ＩＴ国家創造宣⾔（平成２５年６⽉１４⽇ 閣議決定）

若者や⼥性、⾼齢者、介護者、障がい者をはじめとする個々⼈の事情や仕事
の内容に応じて、クラウドなどのＩＴサービスを活⽤し、外出先や⾃宅、さら
には⼭間地域等を含む遠隔地など、場所にとらわれない就業を可能とし、
多様で柔軟な働き⽅が選択できる社会を実現する。

■在宅ワーカー数の実績と2020年度の政府⽬標
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在宅ワーカー数 第⼀⼦出産前後の
⼥性の継続就業率

25歳から44歳までの
⼥性の就業率※2020年には、雇⽤型在宅型

テレワーカーを全労働者数の
10％以上を⽬標へ

在宅ワークを始めたのは、「都合のいい時期、時間に働ける」ため

在宅ワークを始めた理由については、「都合のいい時期、時間に働けるため」が最も多く（54.6％）、
次いで「スキルや趣味をいたした仕事をしたいため」（40.8％）となっています。

※参考 厚⽣労働省「在宅ワーク」の適正な実施のためのガイドライン



在宅ワークに関する満⾜度と継続の意思

在宅ワ クの仕事に関して満⾜度が⾼い項⽬（「満⾜」及び「やや満⾜」）は 「仕事の内容 やりが在宅ワークの仕事に関して満⾜度が⾼い項⽬（「満⾜」及び「やや満⾜」）は、「仕事の内容、やりが
い」（68.4%）、「在宅ワークという働き⽅・⽣活全体」（67.4%）、「仕事を進める上での裁量」
（62.1%）となっています。⼀⽅、満⾜度が低い項⽬（「不満」及び「やや不満」）は、「収⼊・仕事量
の安定性」（64.6%）、「報酬」（49.7%）となっています。

現在従事している在宅ワークに関する継続意思については、「このまま続けたい」が68.4%と最も多
く、
「このまま続けたいが仕事内容は変えたい」（15.3%）を合わせると、在宅ワークを継続希望する⼈の⽐
率は83 7%と8割を超えます率は83.7%と8割を超えます。

※参考 厚⽣労働省「在宅ワーク」の適正な実施のためのガイドライン

［3］「CROWD」とは



リアルワールド会員の獲得報酬の成⻑

多 多より多くの⼈へ、より多く報酬を提供します

報酬額
利⽤者数×報酬額

Phase２
ひとりあたりのひとりあたりの
報酬額アップ報酬額アップ

Phase２
ひとりあたりのひとりあたりの
報酬額アップ報酬額アップ

利⽤者数 報酬額

クラウドソーシング

60万⼈

報酬額アップ報酬額アップ報酬額アップ報酬額アップ

60万⼈
Phase３

⾼報酬会員⾼報酬会員
Phase３

⾼報酬会員⾼報酬会員

クラウドメディア８5０万⼈
Phase１

接触会員数接触会員数
増⼤増⼤

Phase１
接触会員数接触会員数
増⼤増⼤

⾼報酬会員⾼報酬会員
育成育成

⾼報酬会員⾼報酬会員
育成育成

利⽤者数

クラウドメディアとは？

いろいろな稼ぎ⽅を提供していますいろいろな稼ぎ⽅を提供しています

広告掲載企業例



『CROWD』とは？

『IT×働く 』時間や場所に関係なく『IT×働く。』時間や場所に関係なく、
ネットがあれば誰でも仕事ができるサービスです

『CROWD』とは？

『 』とは 誰 も簡単に⾏え『CROWD』とは、誰でも簡単に⾏える
様々な仕事を提供する「おしゃれで新しい内職」です。

時間・場所・関係ナシ！ 必要なのは無料登録だけ！ 誰でもちゃんと稼げる！時間 場所 関係ナシ！ 必要なのは無料登録だけ！ 誰でもちゃんと稼げる！

ネット環境があれば、24時間
いつでも好きな量だけお仕事

簡単な無料登録さえすれば、
誰でもすぐにお仕事が可能

作業に慣れたら、短期間で
たくさんポイントを貯める

が可能です。
仕事内容によっては、空いた
時間が秒単位で有効に使える
ことも！

です。
⾃分に合った仕事がくるのを
待つ必要はありません。

ことも可能です。
働いた当⽇のうちにお⾦に
なる換⾦スピードも魅⼒！



クラウドソーシング形式の違い

『 』は 専⾨的な キルが無く も『CROWD』は、専⾨的なスキルが無くても
利⽤できるマイクロタスク形式のサービスです

形式 ユーザー 分野 概要 類似サービス

①
マイクロタスク

形式

①
マイクロタスク

形式

1作業1〜数百円で
データ⼊⼒や⽂章
作成などを⾏う

データ⼊⼒
記事作成など

マイクロタスク

-国内-
Y!クラウドソーシング

-海外-
Amazon Mechanical

⼀般ユーザー
(主婦・シニア層)形式形式 作成などを⾏うマイクロタスク Amazon Mechanical 

Turk

-国内-
クラウドワ クス

②
プロジェクト形式

②
プロジェクト形式

開発・制作におけ
る案件や⼈材を

マッチングさせる
ウェブ開発・制作プログラマー

クラウドワークス

-海外-
Odesk
Elance

③③
テーマに対して
多数に成果物をロゴ・バナー制作

デザイナ

-国内-
ランサーズ

コンペ形式コンペ形式 募集し、採⽤した
ものにだけ⽀払う研究・R&D

デザイナー -海外-
99designs

LOGO TOUNAMENT

作業の詳細説明

■記事作成
選んだキーワードについて、⽂章を作成する
お仕事です タイピングが得意な⽅にオススメ

■データ⼊⼒
⽂字や数字を⼊⼒するお仕事です。表⽰される
内容を⼊⼒するだけなので、初⼼者にも安⼼。お仕事です。タイピングが得意な⽅にオススメ。 内容を⼊⼒するだけなので、初⼼者にも安⼼。

■判定（チェック） ■写真撮影
表⽰された画像のカテゴリーを選択したり、
⽂章が正しいかどうか判断するお仕事です。

指定された飲⾷店や施設の写真を撮影・投稿
するお仕事です。お散歩・お出かけの合間に！



報酬獲得までの流れ

約3⽇〜4週間程度※ 即⽇ 即⽇〜5⽇程度

作業承認作業承認 ポイントポイント ポイントポイント
作業実施作業実施 作業承認

（ポイント付与）

作業承認
（ポイント付与）

ポイント
交換申請
ポイント
交換申請

ポイント
交換完了
ポイント
交換完了

現⾦や電⼦マネー、商品券などに交換できます。

［4］在宅ワークへの不安やトラブル



誰でもお仕事をすることができるの？

無料会員登録後、すぐにお仕事を開始可能!!無料会員登録後、すぐにお仕事を開始可能!!無料会員登録後、すぐにお仕事を開始可能!!無料会員登録後、すぐにお仕事を開始可能!!

<無料会員登録>

「メールアドレス(PC⽤)があれば「メールアドレス(PC⽤)があれば、
即⽇でお仕事を始めることが出来ます」

<契約不要>

「お⾒積り・請求書など、
難しい⼿続きは⼀切不要で始められます」

報酬獲得は本当に⼤丈夫？

国内実績No 1 報酬提供総額60億円!!国内実績No 1 報酬提供総額60億円!!国内実績No.1 報酬提供総額60億円!!国内実績No.1 報酬提供総額60億円!!

<報酬実績>

「2005年7⽉から「2005年7⽉から、
会員様が獲得した報酬は60億円の実績です」

<リアルタイム>

「CROWDでは作業完了後、
すぐに獲得予定のポイントを確認出来ます」

※ポイント獲得には、承認期間（即⽇〜1ヶ⽉）が必要になります。



［5］「CROWD」を利⽤する会員のご紹介

会員_事例1

【1⽇のスケジュール】

■30代前半 ⼥性 主婦（年⻑、⼩３、⼩６の３児の⺟）

ーはじめたきっかけを教えてください。【1⽇のスケジュ ル】

6:00：起床。朝ご飯

8 00 ⼦供を送り出し 家事

⼦育てをしながら、「⾃宅でできる仕事」を探し、
CROWDをはじめました。

8:00：⼦供を送り出し、家事

9:00：『CROWD』でお仕事
（2〜3時間）

ーCROWDをどれくらいの頻度で利⽤していますか？

1⽇1〜2時間程度。⼦供を送り出してからの午前中
を中⼼に⽉に数千円の収⼊となっています。（2 3時間）

12:00：ランチ

13 00 家事や買い物など

を中⼼に⽉に数千円の収⼊となっています。

ーCROWDを使い始めて、⽣活が変化かしましたか？

時間を⼤切にしようと思い始めました これまでは13:00：家事や買い物など

15:00：⼦供が帰宅

時間を⼤切にしようと思い始めました。これまでは
ダラダラとした時間を⽇々メリハリを持って過ごし
ています。

CROWDで実現したいことは何ですか？
18:00：⼣⾷

19:00〜：家族との時間

ーCROWDで実現したいことは何ですか？

育児などでなかなか働く機会を逃している主婦に
家でいつでも出来るCROWDの働き⽅が、もっと
広がればいいなと、思います。



会員_事例2

【1⽇のスケジュール】

■20代前半 男性 ⾃営業（個別指導塾・学童経営）

ーはじめたきっかけを教えてください。【1⽇のスケジュ ル】

8:00：起床。メールチェック

9 00 『CROWD』でお仕事

インターネットでたまたま⾒つけました。いつでも
すきま時間を活⽤し、⾃分のペースでできるところ
を気にっています。

9:00：『CROWD』でお仕事
（2〜3時間）

12:00：ランチ

ー仕事とCROWDをどのように両⽴されていますか？

塾の仕事は、⼣⽅からの仕事のため、午前中から12:00：ランチ

13:00：『CROWD』でお仕事
（2〜3時間）

塾の仕事は、⼣⽅からの仕事のため、午前中から
午後の早い時間まで、1⽇8時間程度です。

ーCROWDでの収⼊は？

16:00：塾・学童の経営

22:00：『CROWD』でお仕事

CROWDでの平均⽉収は、8万円ほどになります。
CROWDで稼ぎ、本業の内容も充実したいと思う。

それをど ように使 ますか？
』でお仕事

（2時間程度）

24:00：就寝

ーそれをどのように使っていますか？

⽣活費は本業で賄えるので、CROWDで稼いだ
お⾦は旅⾏や買い物に使っています。

会員_事例3

【1⽇のスケジュール】

■50代後半 ⼥性 主婦（ご主⼈と２⼈暮らし）

ーはじめたきっかけを教えてください。【1⽇のスケジュ ル】

7:00：起床。朝ご飯

8 00 『CROWD』でお仕事

50代となり、「脳をもっと使いたい！」と思い、
「Gendama」を始め、そこから知りました。

8:00：『CROWD』でお仕事
（2〜3時間）

12:00：ランチ

ーCROWDでどのような仕事をしていますか？

記事作成の仕事が多いです。1⽇2時間で数本の
記事を書いています ⽉収は数千円です12:00：ランチ

13:00：家事や買い物など

16 00 スポ ツジム

記事を書いています。⽉収は数千円です。

ーCROWDを続ける理由とは何ですか？

記事を1本書くだけで 頭がど と疲れる その16:00：スポーツジム
（テニス・エアロビ）

19:00：⼣⾷

記事を1本書くだけで、頭がどっと疲れる。その
疲労感によって、⾃分が若返っていく感じがします。

ーCROWDをはじめてから、具体的な変化は？⼣⾷

21:00：ブログを書く

23 00 就寝

パソコンがより⾝近になったことで、ブログも
始めました。ブログを通じて友達ができたり、
⼈のつながりにも変化ができました。

23:00：就寝 ⼈の ながりにも変化ができました。



報酬分布について

⽉間での報酬総額の割合
1 3%

1.3% 0.3% 0.3% 1.0%

3.7%

1.0% 1.3%

8.0%
〜10,000
20,000

30 000

65.0%18 0%

30,000

40,000
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60 00018.0% 60,000

70,000

80,000

90,000

100,000〜

※CROWD会員の実績

［6］「CROWD」のお仕事



作業の画⾯_記事作成_キーワード選択

①作業を選択
⽂字数

②キーワードを選択
⾃分が得意・⽂字数

・ジャンル
・ポイント数

⾃分が得意なキーワード
書きたいキーワードを選択

・ポイント数

作業の画⾯_記事作成_投稿完了

③投稿終了



作業の画⾯_データ⼊⼒_作業開始

⾒たまま⼊⼒⾒たまま⼊⼒

①左の画像の⽂字を右欄に⼊⼒

作業の画⾯_データ⼊⼒_⼊⼒〜作業終了

②左画像の⽂字を右欄に⼊⼒

③終了ボタンで作業終了
※作業の履歴を確認出来ます。



［7］「CROWD」の今後について

「CROWD」の今後_ネットとリアルの循環

場所 来 「 ケ （交流）リアルの場所に来て、「コミュニケーション（交流）」を取り、
「スキルアップ（学び）」し、ネットとリアルの循環の中で

働く場を提供働く場を提供

※イメージ

広島県尾道市広島県尾道市



ネットからリアルへネットからリアルへ。

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

株式会社リアルワールド


