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オンライン・ソリューション概要 
グローバルβテストネットワーク（GBTN）
GBTN-ゲームタイトル向け安定テスティングネットワーク

例えば、理想的なオンラインのテスト環境で、御社か
ら発売予定のゲームを十分にテストしたとしましょう。
その場合、多くのユーザーが同時にログインしたり、
同じような行動を取ろうとしたりした際にもゲームは
機能するでしょうか？こうした検証には当社のグロー
バルベータテストネットワーク（GBTN）にお任せくだ
さい。

多岐に渡るテスト内容により、御社製品が実際のオン
ライン環境で問題なく機能すると自信を持って勧めら
れるようサポートいたします。GBTNは、全世界に拡が
るβ版テスターで構成される当社独自のプライベート
コミュニティーを所有しております。世界40カ国以上
に在住する2万人のゲーマーにより、対象ゲームの各
国におけるマルチプレイでのオンライン接続環境を検
証可能です。マッチメイキング、ストレス、ユーザビリテ
ィ、接続性からクライアント指定のパフォーマンスチェ
ックまで、GBTNにお任せいただければ必要なテスト
は全て実施します。

テストを行う際には、最初にGBTNチームが御社と協
力してゲームのテストプランを作成します。それに加え
て、GBTNコミュニティネットワークを調整し、同時ロ
グインおよび同時プレイを行います。GBTNコミュニテ
ィーからの直接のフィードバックと共にテストデータ
からの検証作業を済ませ、ゲームのリリースに向けた

情報と計測結果を提供します。これによる恩恵は、単
にライブ環境におけるゲームの動作確認に留まりま
せん。本サービスはローンチ前のみならず、アップデ
ート及びパッチリリースも含めた総合的なサービスを
御社に提供することもできます。

世界を網羅する
GBTNコミュニティ
GBTNコミュニティーは当社が責任を持って選出した
世界中のゲーマーやゲームファンのグループであり、
リリース前のゲームを現実的なテストシナリオ（βテス
ト）に基づいて検証します。

コミュニティーのメンバーは、個々のコンソールや各
家庭のISPを通して、各種プライベートβテストに参加
します。全てのメンバーは当社の正式な手続きを経て
参加しており、守秘義務規定（NDA）に合意の上、署名
を済ませています。

GBTN-ゲームタイトル向け安定テスティングネットワーク
GBTNは市場に存在する全てのメジャーなプラットフォームに対応するほか、今後登場する機体にも発売と同時
に対応可能です。

コンソール パソコン モバイル VR

• チームバランス
• Co-op プレイ
• 参加タイミング
• 招待
• 集団同時行動

マルチプレイテスト ネットワーク接続 ビルド安定性 サーバー動作

• レイテンシー問題
• NAT タイプテスト
• ロビー仕様
• 切断頻度
• 反応時間

• クラッシュ頻度
• ハングアップ
• 進行不能
• ブラックスクリーン

• サーバー強度
• サーバー容量
• ログインへのフロー
• サージ/ロードテスト
• ジオロケーション

クローズドβ
（公開βテスト前）

オファー内容 具体的な内容

マルチプレイヤーサポート
（リリース後）

クローズドβ
（リリース前）

UX フィードバック

Microsoft Xbox One Steam Apple (iOS) HTC VIVE

Sony PlayStation®4 Windows アプリ Android Oculus Rift

Sony PlayStation®Vita スタンドアローン型 ギア VR

ブラウザーベース型 Sony PlayStation®VR

その他プラットフォーム

一般向け公開βテスト以前に GBTN によりマルチプレイヤーモードをテストし、エ
ンドユーザーが満足できる内容であることを確認できます。

GBTN には構造化されたテストプランとそれを実行する多くのユーザー数を誇り
、ローンチ前にマルチプレイヤー環境をテストするのに最適です。ストレス、マッチ
メイク、招待、NAT タイプをテストするサポートを行います。

DLC 用の新規イベントやマルチプレイヤーの改善施策において、既存のプレイヤ
ー様をテスターとして見立てるのは得策ではありません。GBTN では、エンドユー
ザーの挙動を再現しつつ、リリース後の企画立案に有用なデータを提供します。

全世界で 2 万人のテスト可能なゲーマーが登録されているため、多様な人口層
を擁する GBTN コミュニティーは、御社が指定する特定の購買層からのフィード
バックを集中的に集めて、御社の新作タイトルに貢献します。
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キーワーズについて
世界中にスタジオを構えるキーワーズは、ビデオゲームを中心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、エンジニアリング、オーディオ、機能QA、ロ
ーカライズ、ローカライズQA、プレイヤーサポートからなる7種の主要分野において深く幅広い専門性を発揮し
ます。全ての主要プラットフォームを網羅し、50ヶ国語以上の言語に対応。これにより、全世界のクライアントをサ
ポートしております。
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GBTNの幅広いテスト・ソリューションの一例：

過去のプロジェクトからの実例
業界屈指のパブリッシャーがGBTNをマッチメイキングの問題解決に役立てる
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某業界トップのゲーム会社がファン待望のAAA級ゲームを
リリースした際に、マルチプレイ、マッチメイキング、ゲーム
バランスの問題が指摘されました。

これに対し、複数回に渡ってパッチが配布されましたが、問
題解決には至りませんでした。サービスはすでに開始され
ていたため、プレイヤーは直接影響を受け、ネット上にはす
ぐに不満の声が投稿されました。そして、単にパッチを追加
するだけでは問題の抜本的解決ができないことが明らか
になり、そこでGBTNに依頼が持ち込まれたのでした。

第一段階として、当社は2ヶ月に渡りクローズ・
マルチプレイテストを実施しました。これにより、
パブリッシャー様はその間に新コンテンツのテス
トを集中して行うことができ、なおかつ、プレイヤ
ーに影響が出ることもありませんでした。

のべ1,300時間以上に及ぶ2回のテストを経て、
最終パッチがリリースされました。そして、マルチ
プレイの問題は修正され、プレイヤーからは歓
迎の声を持って迎えられました。

緊密なパートナーシップ
近年GBTNは目覚ましい成長を遂げており、27.5万時間に及ぶマルチプレイのプレイ時間
をこなして多数のスタジオと綿密なパートナーシップを確立しました。


