導入事例:
派遣QAサービス
付加価値の高い専門技術を提供

キーワーズは、業界大手の多くの企業に最適なQAソリューションを提供し、
クオリティおよび訴求力の高い作品づ
くりに貢献しています。

以下でご紹介する派遣サービスとは、外部の委託者に御社の施設内で業務を行わせることです。
多くの企業は、自
社のスタッフを増員し拡張性を高めつつ、内部コストの一部を軽減させ社内での生産を続ける目的で派遣サービ
スを利用します。 柔軟な管理プランを兼ね備えた弊社の派遣サービスは、
クライアントの様々なご要望に応え、課
題に対する理想的な解法を導き出すことが可能です。

計画 & 採用

研修 & 統合

実務 & 支援

管理 & 監督

• ロードマップ作成

• プロテスターとしての研修

• 適格なデバッグテスター

• プロジェクトマネージャー

• ポジション分析

• サービス内容をフルカスタマ

• リードテスター

共同管理にも対応

• 予算の振り分け
• 面接 & 選考

• 技能テスト
イズ可能

• 会社情報の把握

• 人事スタッフによる現場訪問
• 導入 & 統合
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• シニアテスター

• 専門の人事スタッフ

• 遠隔アクセスによるITサ
ポート

• オンサイト/リモートでの参加
• パフォーマンスの追跡

• ウェブベースでの時間追跡
• 予算のモニタリング
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導入事例 – 大手ゲームパブリッシャー

導入事例 概要

クライアントについて

課題背景

国際的に知られる大手AAAデベロッパー/パ
ブリッシャー

北米を中心に世界各地に拠点を構える大手AAAデベロッ
パー/パブリッシャーが、信頼できる外部提携先による安定
した派遣サービスが必要であると認識。長年にわたり運
用可能なソリューションであることに加え、以下の要件が
求められていました。

事業内容

ビデオゲーム事業

事業所所在地
北米

• 認定済みの機能デバッグテスター: 最大 500 名キーワ
ーズの採用担当者（オンサイト勤務）、研修担当者、人事
担当者
•

課題

クライアントのご要望は、費用効率が高い派
遣サービスであり、最大500名の機能デバッグ
テスターを動員し、関連する採用、人事、研修
業務をオンサイトにて提供できること。また、
新テスターの既存チームへの適合と、現地労
働法への準拠が必須とされた。

採用の計画と実施スタッフ管理、
パフォーマンスの測定
そして、統合および進行に関する業務

• ROI最大化のため、複数の報酬プラン
（賃金、待遇など）
と雇用形態の選択肢（例: 長期/短期契約）の考案/検証
を実施

成果

• キーワーズのテスターがクライアント側の既存チームに
最適な適応を果たすようクライアントの人事管理および
キーワーズにおける職責の調整

キーワーズの派遣サービスは成功を収め、現
在も数百名のテスターがオンサイトにて勤務
中。
パートナーシップは数年間継続しており、
サービスに関しては最適なパフォーマンスを
維持するために、定期的な検証が行われてい
る。

• 現地の労働法に合わせた調整

導入結果

キーワーズはクライアントとの間に信頼あるパートナーシップを構築するとともに、
テスター数百名の動員により、
実効性、信頼性、
そして費用効率に優れた派遣サービスの開発に成功しました。
なお、
このソリューションは数年に
わたり利用されており、最適な成果が得られるよう継続的な再検証を行っています。
以下の図は両社のスタジオ間
で展開された人員およびサービスの概略です。

クライアントの
スタジオ
テスター 最大 500 人
採用 & 研修
パフォーマンス管理
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共通
支援

人事サポート

キーワーズの
スタジオ

ITサポート
会計
プロジェクトマネジメント
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導入事例 – 世界有数のVR開発スタジオ
課題背景

現在のVRゲームシーンを代表するスタジオが、外部提携
先によるゲーム、
ソフトウェア、
ハードウェアのテストが必要
であると認識。
クライアントからの指定は、今後数年間に
わたり発表予定の全タイトルを外部でテストすること、
そし
てプロトタイプおよびリリース済みのハードウェアの様々
なバージョンにおけるソフトウェアの開発サイクル全体を
通じ、
スタジオの包括的サポートを行うことでした。

ゲーム、
ソフトウェア、
ハードウェアの同時開発を行うとは、
これら三者間で発生する作用があった場合に明確に予測
できる挙動がないということを意味します。
テスト手順およ
び実践モデルが具現化され、VRテストのバックボーンとな
るものの質的水準および設計図が作成されましたが、
ソフ
トウェアやハードウェアのバージョンが更新されるたびに、
これらのテスト手順も同じく書き換えられていきました。

なお、クライアントのチームは少数人数で構成されている
ことから、外部または内部チームの管理を行う時間がな
く、特に新スタッフの増員および研修には最低限の時間し
か割けずにいました。
また、分散したリリース計画に対応す
るため、チーム規模を拡張可能にすることも必要でした。
キーワーズの熟練マネージャーたちを動員して、弊社スペ
シャリストは、実践型の研修および持続的な管理を通じ、
速やかに能力ある人材を供給し、
スタッフをサポートしつ
つ、クライアントがスタッフの雇用、管理、訓練業務を行う
必要のない拡張性に優れたプログラムを考案したのです。

導入結果

クライアントとの連携のもと、3 年にわたり、VRに精通した
スタッフのチームを社内から提供してきました。直ちに導
入可能な優秀な人材が多数確保されることにより、指定
されたスケジュールに柔軟に対応可能です。
また、商用お
よび未発売のハードウェアに直接触れ、開発チームや弊社
QAチームから寄せられる高度なフィードバックを集めつ
つ、
リリースされたコンテンツおよびそれに関するユーザー
コミュニティの反応を追跡することで、あらゆるアプリケー
ションの要件に合致する最高品質かつ最良の施策を提供
できます。
さらに、北米内にある複数箇所のスタジオにおけ
る業務を包括管理することで、クライアントが発表する全
コンテンツのテストを総合的にカバーし、常に最高品質を
維持することを徹底しました。
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導入事例 概要

クライアントについて
大手VRゲームスタジオ

事業内容

ビデオゲーム事業

事業所所在地
北米

課題

クライアントのご要望は、数年間にわたる各
種ゲームのテストが可能であること。
また、4
箇所のスタジオを対象に混合案を供出しつ
つ、迅速な人材確保が可能となる拡張性の高
いプログラムを完成させ、
クライアントが人材
の雇用プロセスに触れる必要のない体制を
整えること。

成果

100 人以上の優秀なスタッフが 4 箇所のスタ
ジオで精力的に業務を実行中。

なお、
テスト要件の様々な差異を埋めるため、
テス
トチームはクライアントのスタジオに派遣され、導
入サポートや既存チーム、新製品に向けてのスタッ
フの配備やテスト戦略を作成し実行するための高
度な専門家を有する専門チームなど様々な人員を
展開しています。
プロセス全体にわたり、オンサイト管理を行ったこ
とでスタッフの着実なサポートと毎日のパフォーマ
ンスの測定が可能となりました。
各チームには発展目標が割り当てられており、自分
たちを取り巻く職場環境および文化に進んで適応
できるようなサポートを行っています。

© 2019 Keywords Studios Plc. All rights reserved.

VRタイトル オンサイト人材提供

レドモンド

シアトル

モントリオール

サンフランシスコ

派遣サービスについて

重要な産物や能力の管理維持のために採用されることの多いビジネス施策で、生産による課税および人件費を
減らすために広く利用されています。
サービスを通じ、弊社が必要とされる人員をクライアントのロケーションに配
備いたしますので、
お客様が関連する採用および研修業務に煩わされることはありません。
弊社が提供いたします様々な派遣サービスにつきまして、詳しくは https://www.keywordsstudios.com/
contact/?lang=ja よりお問い合わせください。
キーワーズについて

世界各地にスタジオを構えるキーワーズは、
ビデオゲーム業界および関連産業を対象に様々な専門サービスを提供
するリーディングカンパニーです。アジア、南北アメリカ、
ヨーロッパに拠点を置き、
アートアセット制作、
エンジニアリン
グ、音声制作、機能デバッグ、翻訳（ローカライズ）、言語デバッグ、
プレイヤーサポートからなる7種の主要分野における
深く幅広い専門性を駆使しつつ、全主要プラットフォームそして50ヶ国語以上の言語に対応し、全世界のクライアント
をサポートいたします。
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