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DAMが必要であると結論が出たの
ですね。生産性の低下と、正しい画像
を探す無駄な時間に疲れ果ててしま
ったのかもしれません。システムがお
互いに話をして、どこかの保存場所か
らコンテンツを抜き出してきてくれる
ようなものがほしい、と思うようにな
ったのでしょう。「タイム・イズ・マネ
ー」であるということはみんな知って
います。そして、それが企業にとって
DAMが意味を持つ最大の理由です。
いつでも、必要な場所から、デジタル
ワーカーが必要なファイルにアクセ
スできるのです。 

エンタープライズDAMを真剣に
考える時期がきている 

先見力のあるマーケターは、フォルダーと命名規則だけでは、こ
れ以上効率を上げてくれることはないことに気づいています。企
業が持つ大量のデジタル・コンテンツの山を管理するとき、ファ
イル共有ではコントロール不能で、ブランディングや柔軟性があ
りません。包括的なDAMソリューションは、アセットとプレビュ
ーのリストを提供する以上のものを提供するようになっていま
す。エンタープライズDAMシステムは、メタデータ主導のプラッ
トフォームで、効率的で、システム的なアプローチを使って、組織
がデジタルアセットを管理することを実現します。オン・ザ・フラ
イのファイル変換、画像のクロッピング、多言語サポート、ビデオ
再生、バージョン管理、プライバシー管理、その他のことを考えて
みてください。DAMは、必要なファイル形式でデジタル資産への
アクセスと配信を管理し、コラボレーションを促進するだけでな
く、一か所で管理された方法を提供します。また、著作権侵害を
避けるために重要なライセンスや著作権の契約に関する詳細を
記録します。 
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このプレイブックは、デジタル資産管理プロジェクト 
成功に導く上で欠かすことのできない４つのステップを 
説明します。その４つとは、計画する、関係者を納得させ
る、DAMを実装する、DAMに命を吹き込む、です。

２０年以上、世界中の著名なブランド、企業のいくつかの
DAMプロジェクトを管理してきたプロフェッショナル・サ
ービスから導かれたインサイトを提示します。「DAMシス
テムに何を期待しているのかを明確に定義できています
か？」「どのようにROIを計算しますか？」「実装の各段階
で何を期待していますか？」のような重要な質問をどのよ
うに投げかけるかを示します。

この冊子の目的は、DAMプロジェクトを主導する方に、
デジタル資産管理プロジェクトを整理し、計画するため
に必要なツールを提供することです。Canto社が市場を
リードするDAMベンダーであり、販売パートナーがみな
さんのプロジェクトを支援する事ができるということを自
信を持ってお伝えします。

DAMに向かって動き出します
どのようにDAMに着手しましょうか？「最初の段階をどの
ように計画するか」だけでなく、「関係者をどのように納得
させるか」「完璧に実行し、プロジェクトを完了するか」を 
示します。このDAMプレイブックで、DAMを成功に導く 
ための４つの証明されたステップをまとめました。



ステップ １．DAMに対する良い計画が必要 
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ドイツには「良い計画を作ることは、
仕事の半分を終わったようなもの
だ」という言葉があります。これはと
ても単純なことのように思えます
が、DAMの最初の計画を作ることは
重要なステップで、強調してもし過ぎ
ることはありません。計画がないとい
うことが、多くの会社でDAMが失敗
する理由です。

DAMプロジェクトを計画する上で、 
もっとも重要な質問は何ですか？
最も重要なことは、DAMプロジェクトで何を実
現したいのか、その考えはどこから出てきたの
か？ということを明確にすることです。

・目標と要求事項は何ですか？
・期限はいつですか？それは現実的ですか？
・予算はいくらですか？

他の質問はこの３つの基本的な質問から導か
れます。例えば、

・すべての要求を本当に明確にしていますか？
なにか曖昧になっているものはありませんか？

・DAMシステムに対してよく要求される項目
は、このプロジェクトの一部となっていますか？
それはなぜですか？

・指定された期間と予算の制限内で、要求され
た品質でプロジェクトを完了するために必要な
リソースは何ですか？

どの程度まで同僚を巻き込まなければ 
ならないでしょうか？納得させなければ 
ならないのは誰でしょうか？
DAMプロジェクトの成功の鍵は、利害関係者と
プロジェクトチームをうまく管理することです。
プロジェクトを計画している人にとって、誰と一
緒に仕事をしようとしているのか、周囲の人が
何を必要とし、期待しているのかを知ることが必
須です。何人かの人にとっては、事実関係よりは
個人的な信頼関係が重要でしょう。また、別の
人にとっては詳細が重要であり、より多くの情報
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が重要かもしれません。これは主にプロフェッシ
ョナルな関係を表しています。DAMプロジェクト
を計画するとき、「誰が意思決定者か」「いつがそ
の発端だったのか」「誰が影響力を持つのか」「そ
の人は、プロジェクトチーム内いるのか、外部の
利害関係者なのか、あるいはそれ以外の人なの
か」を自分に問いかけてください。

異なる文化、言語にまたがった環境で進行する
場合、プロジェクト環境を十分にケアすることは
特に重要です。違いに注意を払わないと、後で後
悔を生むことになります。

実際のプロジェクトを開始する前に 
クリアにしておかなければならない 
技術的な質問は何ですか？
DAMプロジェクトにおいては、この質問は
サーバーやストレージ、ネットワークの帯
域などのリソースに関係するかもしれませ
ん。より複雑なシステム構成では、この質問
は、CMSやERP、プロジェクト管理システム
などの関連するシステムとのインテグレーシ
ョンAPIも含むかもしれません。理想は、こ

れらの設定上の質問はプロジェクトの初期
に明確にされ、実行フェーズになるとすぐに、
すべての人とすべてのものが準備ができてい
るということになります。

DAMプロジェクトの各ステップは 
どのようになりますか？
典型的なプロジェクトのステップは次のよう
になります。
・プロジェクトの定義
・計画作成
・実行とフィードバック
・プロジェクトの完了

定義と計画作成のフェーズがどれぐらい重
要かは強調しすぎることはありません。プロ
ジェクトの完了のためには、技術的なセット
アップを提供するだけでなく、DAMが全ての
人のニーズを、できるだけ良い方法でサポー
トしていることを保証することが重要です。こ
れは必然的に、良いプロジェクト管理とはど
のようなものか、ということになります。

DAMプロジェクトを計画し、実現するとき
に、よくあるミスは何ですか？ どのように 
すればそのミスを回避できますか？ 
ほとんどすべてのプロジェクトにおいて、最
も一般的で、おそらく最悪のミスは、何を実
現したいかという正しい定義をせずにスタ
ートしてしまうことです。DAMプロジェクト
を実施しようとしている担当者にとって、確
たる定義をせずに前に進むことは、成功を
邪魔するものを生み出すことです。この重
要なポイントを明確にすることは、プロジェ
クトマネージャーの仕事です。ゴールは、プ
ロジェクトを潜在的に重くする不要な要求
事項を特定し、取り除くことです。

計画

実行 完了

フィードバック

定義
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DAMシステムの導入とその保守に対する費用
計画をする必要がありますか？
これはDAMシステムをどのようなシナリオで運用
するか、それがどのような構成要素を持つかに依
存します。必要とするシステムにおいて、ライセン
ス、ストレージ（インハウスのインフラとして、また
はクラウドベースの容量）に対するコストを確定
する必要があります。後で必要となる保守、サポ
ート、コンサルティングに対する十分な予算も必
要です。

平均的なDAMシステムにどの程度の費用が必要
かを考えることは、Webサイトの構築に必要な費
用を考えることと同じです。つまり、ピンからキリ
まであるということです！DAMプロジェクトは非
常に多くのシナリオで使うことができる、とても柔
軟な技術です。コストに関する要素を洗い出すた
めにベンダーやDAMコンサルタントに相談する
ことで、適切なサイズのDAMプロジェクトを計画
できるようになります。

オンプレミス・ソリューションとクラウド・ 
ソリューションのどちらが必要ですか？
これは時間をかけて考えるべきでしょう。オンプ
レミス・ソリューションは企業内にITのすべてを
保持したい人には魅力的です。クラウド・ソリュー
ションはコストが全て透明で、ITリソースが限ら
れた企業にはメリットがあります。あるいは、あな
たの会社はハイブリッドなアプローチを求めてい
るかもしれません。これは両方の世界の良い所を
組み合わせたものです。どのシナリオが御社の要
望を満たしているかはCantoのホワイトペーパ
ー「Understanding Cumulus Deployment 
Options: On Premise, Private Cloud and 
Hybrid Cloud（英文／未訳）」を参照してくださ
い。

御社の目標が決まったら、計画と費用見積もりを
作成します。そして、すべての利害関係者にこれを
周知する必要があります。

オンプレミスDAM

クラウドDAM

ハイブリッドDAM
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DAMへの戦略を成功するには、リー
ダーがDAMプロジェクトを成功に
導くようにコミットすることから始ま
ります。これは、ソフトウェア自体より
も、チェンジ・マネジメント、プロセス・
モデリング、企業文化により大きく依
存します。一般に、リーダーはコンテ
ンツやブランドを統括するCスイート

（CEO、COO、CMOなど）のレベル
に相当する人であり、痛みはクリエイ
ティブ部門、マーケティング部門のい
たるところにでてきます。どのような
場合も、組織内の関係者の納得や完
全なサポートを得ることが鍵となりま
す。しかし、最もチャレンジングな仕事
は、DAMプロジェクトを管理すること
から生じます。
Cantoのプロジェクト・マネージャーでプロ
フェッショナル・サービス・チームの一員でも
あるパトリック・ミッシェルは、「DAMプロジ
ェクトの関係者をマネジメントすることが、
知るべきことすべてだ」と話しています。

「なぜデジタル資産管理を 
必要としているか」を関係者に 
納得させることが重要なのですか？
関係者は大きな影響力を持ち、DAMプロ
ジェクトを成功させる鍵となります。多くの
B2Bソフトウェアのように、デジタル資産管
理は単なる技術ではなく、毎日の業務に影
響する技術です。そのため、プロジェクトに
参加する人との関係は、DAMの技術的な側
面と同じくらい重要なのです。

DAMプロジェクトに参加していない重要な
関係者も、全体の進行を脅かす可能性があ
ります。これらの人々のプロジェクト自体に
対する懸念をうまく取り扱う必要がありま
す。最終的には、オープンなコミュニケーショ
ンにより、全員がメリットを享受できるので
す。適切な態度とサポートがないため、多く
の場合、組織変革の達成が難しいのです。
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だれが当社における関係者でしょうか？
利害関係者を特定するには、新しいビジネ
スプロセスとDAMシステムによって、誰がメ
リットを受け、影響を受けるのかを自分自身
に聞いてみることです。プロジェクトに興味
を持っている人、それにより影響を受ける人
は利害関係者です。予算に責任がある人は、
心配する必要がある最も重要な人です。し
かし、グラフィックアーティストも、利害関係
者でありえます。彼らは意思決定者ではあり
ませんが、DAMシステムが導入され、動作
を開始すると、劇的にメリットを受ける人達
だからです。ユーザーに受け入れられること
は、プロジェクトの成功に不可欠です。マー
ケター、フォトグラファー、グラフィックデザ
イナーも考慮に入れてください。エージェン
シーやフリーランサーもDAMを使うかもし
れません。

関係者にとってもっとも重要なことは 
何ですか？
関係者が知っている必要がある事項は、組
織内のポジションとプロジェクト内の役割

に依存します。例えば、プロジェクト・マネー
ジャーは、プロジェクトの成功がキャリア上
で重要であるという関係者です。日々のユー
ザーは、これとは非常に違った興味を持って
います。これらの人々の興味を特定すること
で、彼らの観点からプロジェクトを見ること
ができるようになります。

DAMプロジェクトに関係者をいつ、 
どのように参加させるべきでしょうか？
関係者を参加させるタイミングは非常にシ
ンプルです。デジタル資産をよりうまく管理
したいというニーズは発生した時、つまりプ
ロジェクトの最初のキックオフから、プロジ
ェクトが完了し、すべての関係者が満足した
時までです。

どのように、というのは簡単ではありません。
人それぞれだからです。利害関係者の中の
一人ずつを考える必要があり、彼らのパーソ
ナリティや興味を考え、様々なソフトスキル
を使って彼らを参加させることになります。
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もっとも重要なことは、関係者をマネジメン
トすることは、関係者間の関係を分析するこ
とであるということです。関係者ごとに、２つ
のおなじ質問を繰り返すことで行うことがで
きます。

最初の質問： 
プロジェクトに対する態度はどうですか？
ポジティブですか？ネガティブですか？
関係者の態度を特定することが難しいこと
が、時 あ々ります。プロジェクトについて考え
ていることを知るために、これらの人と直接
話すか、幾つかの方法でコミュニケーション
する必要があります。

２番目の質問： 
その人の意見はプロセスの進行に 
どの程度重要ですか？
誰かが社内で重要な役割を持ち、DAMプロ
ジェクトに前向きである場合、彼らの地位が
変わらないことを伝えるために、あらゆる努
力を払う必要があります。プロジェクトに影
響を与える重要な関係者に時間とエネルギ
ーを費やすことは非常に重要です。

一般に、どのように懸念事項を表現するか
は非常に個人に依存します。技術的な質問
を持つIT部門の関係者がいる場合、彼らの
必要とするものはより詳しい技術情報です。
関係者が経営レベルであり、DAMプロジェ
クトが大きくコントロールを失うことを恐れ
ている場合、より頻繁に情報を伝え、彼らが
進行について把握できるようにします。

単純な事実と数字、例えば、見積もった 
ROIで関係者を納得させようと思います。 
DAMのメリットは何でしょうか？
多くの場合、この目的で厳密な数字を得よう
とすることは難しいです。この種の情報は、
内部データに依存し、それはビジネスごとに
違うからです。通常、プロジェクトの前に見
積もられたメリットは、仮定に基づいていま
す。

73%

70%

67%

DAMを導入する理由トップ３

デジタル・コンテンツの再利用

作業の効率化

検索性の向上
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DAMを導入することで企業がメリットを享
受し、経費を削減するには、主に２つの要素
があります。技術リソースと時間です。最初
の項目は、揺るぎないものです。どのような
サーバーがDAMシステムに必要か、どのサ
ーバーがもはや必要ないか、をプロジェクト
の全体像から知ることができます。サーバー
を動作させる必要がなくなることで、いくら
削減できるかを見積もることは非常に簡単
です。さらに、サーバーを保守するために必
要な時間を削減することで何を節約できる
か、などです。

もう１つのパラメーターである時間は、 
DAMによって最適化される作業の指標と
して使われます。例えば、２０名の社員が、
毎日２枚の画像を探していると仮定しま
す。DAMを導入する前の検索に要する時間
は５分だったとします。DAMを導入するこ
とで８０％の時間が削減できたとすると、毎
日３時間３０分かかっていたものが、４０分
ですむようになったと計算することができま
す。毎日、３時間近くを節約し、他の優先順に

の高い業務に使うことができます。

同様の計算が、営業部門、エージェンシー、
フィールドのスタッフのためのセルフサービ
スのデジタル資産の送信要求を処理するシ
ステムでも適用できます。クリエイティブ部
門やマーケティング部門の１０名の社員が、
毎日１つの要望されたファイルを探している
と想定すると、１日で５０分、他の仕事を中
断する作業に時間をとられていることになり
ます。DAMがこれらの請求の９０％を処理
するようにすると、クリエイティブ作業やマ
ーケティング作業を毎日１分中断するだけ
で済み、要望も減り、返信するまでの時間も
短くなります。効率化できた時間を費用に換
算すると、いくら削減できたかがわかります。
実際の数字は環境に依存しますし、プロジェ
クトの様々なパラメーターを考えなければ
なりません。しかし、DAMのメリットは簡単
に見積もることができると思います。もちろ
ん、DAMシステムが提供する他のメリットも
議論する必要があります。

DAMシステムの他のメリットは 
何ですか？
DAMシステムがプロダクション環境にもた
らす１つの大きなメリットは、デジタル・コン
テンツのライセンスと著作権の管理です。適
切に構成されていれば、DAMは保存された
各画像、ビデオのライセンス情報を保存する
だけでなく、使用制限のあるアセットの使用
を管理することができます。例えば、使用期
限、使用地域、表示が許された回数などで
す。

プライバシーの設定を使って、社員はプロジ
ェクトのどのファイルを使うことができるか
を知ることができます。これは著作権の侵害
で訴えられる可能性を小さくするため、大幅
な時間と費用の削減となります。デジタル著
作権管理（DRM）は、Cスイートの大きな関
心事であり、利害関係者との議論の対象と
なります。
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DAMの議論となった時、 
一般に関係者は何を懸念しますか？
人々が変化に激しく抵抗することはよくある
ことです。これは人間の特性です。しかし、
DAMはデジタル・コンテンツについての考え
を変えることを要求します。

トレーニングやその他のミーティングにおい
て、懸念事項について議論することは重要で
す。CantoのDAMコンサルタントは、これま
で行ってきた方法でDAMを構成する方法
を説明するアプローチを取ります。そうでな
ければ、より良い方法でそれを行う方法を
示します。DAMプロジェクトはユーザーが
デジタル・ファイルをより効率的に使うこと
を支援するものなのです。

共有したい個人的な 
経験はありますか？
利害関係者を巻き込み、納得させる場合、
成功したストーリーを見つけることで解決す
ることがあります。重要なファイルを失って
しまった、高価なコンテンツが失われた、よ
りひどい場合には著作権訴訟となったりし
た例は、納得させる以上となることもありま
す。DAMが本当に会社をサポートするもの
であることを関係者に証明できる似たよう
な事例を探すことは、時間と費用を削減する
でしょう。Cantoは様々なカスタマー・ストー
リーやユースケースを提供しています。
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DAMプロジェクトに対して青信号を
得ることは重要なステップです。それ
も１つではありません。実装を成功さ
せるために考えるべき重要な事項を
いくつか説明します。

DAMシステムを導入することに 
決定しました。 実装プロセスを 
どこから始めればよいですか？
DAMシステムの導入を決めた時、DAMプ
ロジェクトのパートナーも決めなければなり
ません。

最初のステップはDAMコンサルタントに連
絡することです。コンサルタントは自社の要
求事項にしたがって、プロジェクト全体の概
略を作成してくれるでしょう。もちろん、着手
するには、社内の誰かに、関連する情報を収
集し、内部でプロジェクトを管理する人が必
要です。実装プロセスを始めようとするとき、
どのデジタル・ファイルが関係するのか、どこ
でそれらが使われるのかを特定する必要が
あります。プロジェクト管理の常として、正確

に目標を設定することが非常に重要です。コ
ンサルタントはそれにしたがってプロジェク
トを展開してくるので、心配は無用です！

DAMの実装を考えるときにどのような 
こと（目標、プロセス、ユーザー、システム）
を考えなければなりませんか？
DAMプロジェクトは戦略的な目標によって
決定されているとします。DAMを導入するこ
とで何を実現したいのですか？１つの例とし
て、画像やグラフィックの制作をスピードア
ップしてマーケティングのワークフローを効
率化するというものがあるでしょう。
または、セルフサービス・ポータルでファイル
のリクエストを処理して、より簡単に印刷会
社とファイルを共有したいというのもあるで
しょう。

つまり、目標がわかったら、考えなければな
らないプロセスが何かがわかります。例とし
て、マーケティングのワークフローを考えて
みましょう。どのようにファイルを共有する
か、ファイルをどのように使っているか、を考
えてください。この場合、ユーザーを直接つ

なぎます。クリエーターは画像を制作し、
マーケターは完成したものを必要とします。

これらのワークフローを考える場合、DAM
をAdobeのツールとどのように統合するか
を考えることになるでしょう。そうすればク
リエイティブ・チームはより効率的になるか
らです。通常、これらのシステムとプロセスが
どのようにメリットを生み出すかを調べるに
は、メディア・ファイルを扱うすべてのシステ
ムとプロセスを考慮すべきです。

Webサイトを管理するためにCMSを 
使っているとします。どのような実装を 
すればよいかを知る方法はありますか？
これは運用方針に依存します。DAMの画像
コレクションからメディア・ファイルを取り出
し、CMSに接続したいかもしれません。頻繁
に変更されるダイナミックなコンテンツがあ
る場合には、ライブ画像キャッシングを使っ
たWebサイトを実装するのが妥当です。すべ
ての実装はそれぞれで、固有のニーズに基づ
いています。
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実装フェーズでは何が起きる可能性が 
あり、誰と作業する必要がありますか？
最初のステップは、外部への影響を考える
ことです。実装するに当たり期限を設定して
いますか？どの機能が必要で、いつ必要です
か？ファイルの移行をするのはいつが適当で
すか？鍵となるものは、これらの外部パラメ
ーターに基づいて目標に優先順位をつける
ことです。

CMSをDAMシステムとインテグレーション
する場合、フェーズ１では、これを行う可能
性は高いです。フェーズ２では、重要性の低
い他のDAM機能を議論することができま
す。トリックは、複雑なものを個別のステップ
に分解し、同時にプロジェクトのすべての部
分を始めないことです。成功するDAMプロ
ジェクトは優先順位を反映した良い構造を
持ち、同時にあまりに多くのリソースを浪費
しないことです。

組織内でDAMの導入について 
コミュニケーションする 
もっともよい方法は何ですか？

２つのことをコミュニケーションする必要が
あります。まず、参加する全員にDAMを導入
する理由を説明するべきです。なぜあなたの
会社がデジタル資産管理が必要なのか？
それについてはできるだけ透明に。同時に、
この導入がもたらす変化についても説明す
る必要があります。他の人はDAMを導入す
ることでワークフローがどのように変わるの
かを知りたいでしょう。DAMを導入すること
は全員が協力して作業するときにのみ成功
するため、関係する全員の確認をとる必要
があります。

もちろん、導入パートナーからの支援を得る
べきです。DAM販売店は似たようなプロジ
ェクトにおいて多くの経験を持っているはず
で、ビジョンについて議論することを喜んで
支援してくれるでしょう。特にプロジェクト
がワークフローの最適化についてであると
きは。
ビジュアルにすることも役に立ちます。文字
中心のドキュメントも必要ですが、DAMプ
ロジェクトの全体図を示すことはさらに強力
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です。関係者がメッセージを明確に読み取る
ことができるためです。

全社員に対して個別のトレーニングをする
ことに意味がありますか？
ワークフローの改善が目的であれば、トレ
ーニングは非常に有効です。新しいDAMシ
ステムを見た後、どのように業務を進めたい
か、何がより望ましいかの議論を始めること
ができます。これは、既存のワークフローを
根本的に違うものにするのではなく、どのよ
うに変更するかということを意味していま
す。結果として、既存のワークフローと新しい
システムとの調度良いミックスとなります。ト
レーニングはそのためにも有効です。新しい
効率化されたワークフローに移行する間に
は、オープンなコミュニケーションを続けてく
ださい。

チェンジ・マネジメントについて
話しましょう。新しいワークフローと
プロセスが、実際に使われるように
するにはどうすればよいですか？

プロジェクトが本格的に展開し、必要な技
術的なインフラが整っただけでは、DAMプ
ロジェクトが完了したとはいえません。変化
は毎日の作業に反映されなければなりませ
ん。関係者にDAMの導入の重要性を理解し
てもらうには、新しいDAM環境のメリットを
理解し、同僚に広めることができる人を巻き
込むことが大切です。

DAMチームに現場の経験を持つ通常のユ
ーザーを入れ、ワークフローのモデルが現
実的かを確認する必要もあります。

DAMプロジェクトが、研究のために画像を
使っている地質学者のチームのためのもの
だとしましょう。この場合、技術スタッフだけ
でなく、チームの他の人に変化についてコミ
ュニケーションするために、地質学者の誰
かにチームに参加して欲しいと考えるでしょ
う。日々の作業でDAMを使うと想定される
のが地質学者だからです。
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DAMの導入にあたって、
どの程度の社内リソースを
確保すればよいでしょうか？
これは応えるのが難しい質問で、最善の回
答は「コンサルタントがそれを見積もること
を助けてくれるでしょう」となります。プロジ
ェクトで何を実現したいのかが明確になる
に従って、どの程度のリソースが必要になる
かを見積もることが簡単になります。DAM
を理解することは害になるものではありませ
ん。Cantoはプロジェクトに必要なリソース
について考えることを助けるコンテンツを用
意しています。

プロジェクトに社員の時間を割り当てること
の準備を始めてください。DAMプロジェクト
を成功させるには、現在のワークフローに関
係する問題を理解するために、多くの時間を
使って準備することが必要です。また、誰を
参加させるべきか、どのようなシステムを導
入すべきかに関するインサイトを得ることも
必要です。さらに、システムを社内にインスト
ールすることを計画している場合には、クラ

ウドDAMとは違い、サーバーのような設備
への投資も考慮する必要があります。

成功するDAMプロジェクトは、人的リソース
と技術リソースのすべてが、ROIの観点から
プラスとなることです。準備に時間をかける
ほど、DAMから得られるものも多くなり
ます。

DAMを実装するまでに時間がかかります。
現実的ではないかもしれない 
関係者全員の期待をどのように 
管理すればよいのでしょう？
良い計画を立て、良いコンサルタントとすす
めることです。いつも！パートナーとのオープ
ンで正直な関係を構築することが、ベスト
な解決方法です。DAMのベンダーや販売店
は、より多くの経験を持っており、現実的で
はない期待からあなたを守ってくれるでしょ
う。これは、時々、「No」と応えることができ
なければならないということを意味していま
す。あまりに多くの要望があった時、コンサル
タントは注意を促し、例えば、アイデアを実
現するにはいくつかのフェーズに分けるよう

に提案するかもしれません。信頼できる人を
探し、そのアドバイスを注意深く考えてみて
ください。そうすれば、DAMへの移行を成
功させる方法を簡単に見つけることができ
ます。 
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これはDAMプロジェクトにおいて非
常に重要な質問です。これまでの経験
では、それはすべてシステムで作業す
るユーザーに関するものです。DAM
システムの管理者は、エンドユーザー
のフィードバックに耳を傾けなければ
なりません。「システムは皆さんが期待
した通りに動いていますか？」と聞ける
ようにしてください。改善しなければな
らないかどうかのシグナルを受け取れ
るようにしてください。エンドユーザー
からのフィードバックを集め、彼らのニ
ーズを満たすシステムに改良していく
必要があります。

簡単な例をあげましょう。DAMシステムを
導入するとき、プロジェクトチームを作るべ
きです。このチームは要求事項を集め、ユー
ザーと会話することに責任を持ちます。時
々、お客様が単に「DAMを買いたいのです」
とだけ言われることがあるのですが、企業規
模やシステムの複雑さに依存するため、実際

の導入には時間がかかることがあります。
その間にも、フレームワークや、組み合わせ、
作業プロセスが変わることがあります。

ニーズがまだ変わらず、それらはDAMに 
よって解決できるものであることを 
確認する必要があるのでしょうか？ 
はい。ユーザーは、何ができるかがわかると、
どのようにDAMを使うかについて全く新し
いアイデアを思いつくことが多いためです。
システムが何をすることができるのかを完全
に理解した時にのみ、より多くの選択肢が実
現可能になります。例えば、製品の画像を管
理するためにシステムを購入したとします。
これは正しいことではありますが、プレスリ
リースやメディアキットを保存し、配信する
現在の方法が理想的ではなく、DAMがそれ
をうまく提供できると知ったらどうなるでし
ょうか。

システムを使っていると、DAMがもっと大き
なポテンシャルを持っていることに気づき始
めることもあります。

ユーザーからのフィードバックを 
どのように集めたらよいでしょうか？
私達の経験では、定期的なワークショップが
フィードバックを集める優れた方法です。毎
月開催する必要はありませんが、四半期ごと
ぐらいが目安だと思います。ワークショップ
では、ユーザーがDAMをどのように使って
いるかの感触を得ることができます。

一般に、このような大きなプロジェクトに対
しては、各メンバーはそれぞれの期待を持っ
ています。懐疑的な人もいるでしょうし、楽
観的な人もいるでしょう。「すべての」人とオ
ープンに話をし、全体像を把握してください。
デジタル資産管理は大きな変化をもたらし、
生産性を上げ、ワークフローを改善し、ユー
ザー・エクスペリエンスを大きく改善します。

チェンジ・マネジメントについて話を 
しているのでしょうか？
そのとおりです。DAMが社内でフルに活用
されるには、チェンジ・マネジメントを考え
なければなりません。変化のプロセスは技
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術的な側面と非技術的な側面の両方に影
響します。一般に人間は、現状が手間がかか
り、非効率でることがわかっていても、よく知
っているものには快適さを感じ、証明されて
いないものには不安を感じます。

チェンジ・マネジメントはどのようなものに
なりますか？
チェンジ・マネジメントとは、DAMプラットフ
ォームを導入した結果、ユーザーをその変
化の一部とすることを意味しています。定期
的なワークショップにユーザーを参加させる
ことは、組織に変化をもたらす鍵となります。
変化を主導するものは、組織内から起こるだ
けでなく、外部からも起こることがあり、どち
らもうまく整合させる必要があります。フィ
ードバックを集め、それを実装します。もちろ
ん、それがリーズナブルで、可能なかぎりは。

DAMプロジェクトのワークショップの
重要性は何でしょうか？
これは非常に重要です。もちろん、Cantoの
プロフェッショナル・サービス・チームやコン

サルタントは、最初からプロジェクトが成功
するように努力します。しかし、お客様が「プ
ロジェクトが成功したあとで、システムを使
いたい」とだけ考えている状況を経験したこ
とがあります。これは根本的に誤っています。
システムが使われることを前提にしているか
らです。システムの導入と平行して、日常の
使用からのフィードバックを集めることが
標準的な手順でなければなりません。

いきなり技術的に完全なDAMシステムの
場合を考えてみてください。その場合でも、
導入後、１～２年経つとかなりのシステムが
死んでいることになるでしょう。稼働後に取
り組まなければならないと、最初に想定して
いた使い方についての問題があるからです。
そして、その時になると、プロジェクト・マネ
ージャーは優先順位が衝突するため、すべ
ての問題に取り組む時間がありません。これ
は、複雑でプロフェッショナルなシステムで
は致命的です。「今は問題なく動作している。
これでOKだ」とは考えないことです。
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つまり、DAMは長期的な成功のみを
意味しているのですか？
高価な機械を購入し、保守をしていなけれ
ば、突然それは壊れます。事前に投資をしな
ければならないだけでなく、その投資を守ら
なければなりません。これが私達が「DAM
プロジェクトは稼働開始後も終わることは
ありません」と話している理由です。

DAMを整った状態で維持するには 
どのようにすればよいでしょうか？
DAMシステムの全ライフサイクルにわたっ
て非常に重要な事があります。システムの面
倒を見る管理者が必要であるということで
す。システムを構築し、その後のケアをしない
というのはうまくいきません。誰かがそれを
見守り、何が起きているかを見ていなければ
なりません。同僚がランダムにデータを投入
することは誰も望んでいないはずです。何ら
かの構造が必要なのです。

DAMに責任をもつということは、その開発
も見守るということです。例えば、新しいプロ

ジェクト管理システムを導入するとき、次の
ように言えなければなりません。「オーケー。
じゃあ、DAMとそのプロジェクト管理システ
ムのインテグレションも考える必要がある
ね」。そうすることで複数の目的をもって働い
ていることが実感できるでしょう。

DAMのオーナーシップの役割は 
誰が担うべきでしょうか？
私たちはこの人を「プロダクト・オーナー」と
呼んでいます。責任の範囲は業務的なもの

と技術的なものの両方ですが、特にプロフ
ェッショナル的なものです。この役割を誰が
担うかは会社の規模によります。デジタルア
セット管理者のポジションがすでにあるかも
しれません。デジタルアセット管理者は、コン
テンツ、システム構成、メタデータを管理しま
す。したがって、この人がDAM管理者を兼ね
るのは理にかなっています。

大企業では、各部門ごとに何人かのデジ
タルアセット管理者がいるかもしれませ
ん。DAMの責任者は、クリエイティブ部門か
マーケティング部門に所属しているかもし
れません。それでも、複数のシステムの開発
に責任をもつ、中心となる「プロダクト・オー
ナー」を任命することがベストな方法です。

DAM導入は１つの部門から始まることが多
いです。そして、他の部門に発展していきま
す。目標は、大きな絵を念頭に置きながら、シ
ナジーを得るチャンスを利用することです。
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DAMを維持していく上で、
どのプロセスを常に念頭においておく
必要がありますか？
継続的に文書化し、ユーザーを教育し、変更
についてコミュニケーションを行い、使用状
況を分析することがベストです。これはいろ
いろな方法で行うことができます。四半期ご
とや半期ごとに行っていくことをお勧めしま
す。DAMで何か起きていないか、新しい要
望はないか、に焦点をあてて行います。

あるお客様では、DAMにどのようなことが
追加されたかを社員に知らせるためにニュ
ースレターを毎月配信しています。このよう
な活動は、DAMに呼吸をさせ続け、すべて
のユーザーにとってシステムを役に立つもの
にすることになります。
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おめでとうございます。あなたは現実
のDAMプロジェクトでの何年もの経
験から得た、最も重要な項目を学び
終えました。私達が学んだレッスン全
体が、皆様のDAM戦略の着手から実
行、成功裏に完了する長い道のりを助
けると信じています。DAMのゴールを
達成し、それを超えるための、「ハウツ
ー」などは定期的にCantoのブログを
チェックしてください。デジタル資産
管理について知りたいことにダイブす
るのであれば、その他のホワイトペー
パーやオンラインのリソースを熟読し
てください。
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Cantoについて

Cumulusは、洗練されたメタデータ機能を犠牲にすることなく、
DAMにおける最高のユーザー・エクスペリエンスを提供するものの
１つです。Cumulusはカスタムのプログラムを開発することなく、様
々に設定することができ、時間と費用を削減します。検索とフィルタ
リングの機能は、強力で、しかも高速です。Cumulusはインハウスで
も、Cantoのクラウド基盤でも、あるいはAmazon S3やMicrosoft 
Azureとのインテグレーションを使ったハイブリッドの実装も可能
です。
Cumulusは堅牢なAPIを持ち、サードパーティのアプリケーションと
統合することで、効率的なデジタル・ワークフローを構築することが 
できます。例えば、Adobe Creative Cloud、SharePoint、 
CMS （CoreMedia、FirstSpirit、Magnolia、Typo3、Drupal、 
WordPress）、プロジェクト管理（inMotion Now、Workfront）、 
ERP、マーケティング・オートメーションなどです。

Cantoプロフェッショナル・サービス
CantoはDAM市場のパイオニアです。私たちはDAMは単なるシステ
ム以上のものだということを知っています。お客様の挑戦、目標を理解
するためのコンサルティングを提供し、正しい技術、プロセス、スキル
の組み合わせを使って、DAMプロジェクトが成功をもたらすようにス
テップごとに一緒に作業をします。
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デジタル資産管理に取り組む準備はできましたか？

世界の何千ものブランド、企業がCantoのDAMサポートに信頼を寄
せています。DAN戦略の立案から、ソフトウェアの開発まで、Cantoの
連絡先は次のとおりです。 

#CantoIsDAM  

CantoのDAMではじめましょう。  

+1 (415) 495-6545

 info@canto.com  

 

南北アメリカ
116 New Montgomery Street 
Suite 810
San Francisco, CA 94105
USA
Tel: +1 (415) 495-6545

ヨーロッパ
Lietzenburger Str. 46
10789 Berlin
Germany
Tel: +49 (0) 30 390 485-0

日 本
株式会社ヒューリンクス

（Canto Certified Distributor）
東京都中央区日本橋箱崎町5-14
Mail: soft.sales@hulinks.co.jp

DAM Center of Excellence
Friedrich-List-Str. 15
35398 Giessen
Germany
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