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概説

要となる役割に最適な人員を投入することは、DITA導入の成功を確実にします。

DITA（Darwin Information Typing Architecture）の導入は単なるツール類の変更ではありません。DITAを実装す
ることによってドキュメンテーションの品質を向上させることができ、オーサリング、レビュー、パブリッシ
ング、および翻訳プロセスを合理化し、新しいアウトプットの在り方やユーザーエクスペリエンスをパブリッ
シュされたコンテンツに持ち込めます。

DITAのライティング環境を導入するには、要となる幾つかの役割が必要となります。これらの役割の人たち
は、導入計画を発案し、導入のため資金の承認を獲得し、自組織にとっての要件を満たす一連の戦略、プロセ
ス、ツール類を実装します。効力のある DITA導入は、直接的、実際的に、自社のプロダクトとエンドユーザー
エクスペリエンスにインパクトを与えることができます。効力のある DITAライティング環境は、コンテンツの
オーサリング、レビュー、パブリッシング、および翻訳を、より迅速、容易にします。

不適切に実施されたり、妥当なスキルセットの人員が得られない場合、DITA導入プロジェクトは、当所望んだ
結果が伴わない、費用だけ掛かるプロジェクトになってしまう場合もあり得ます。

実装が十分練られていない DITA導入や適切なスキルセットなしでの DITAライティング環境の実装は、費用だ
け掛かるプロジェクトに成りがちです。スキルセットのある人員なしでは、練られた導入計画があり、実装が
成功であっても、期待している結果を見ることができないかもしれません。

DITA 導入プロセス
成功する DITA導入は以下のフェーズを含んでいます。

1. 調査： DITAの導入がコンテンツ、ユーザー、会社にとってはどう役に立つのかを学習。
2. 売り込み： プロトタイプや PoCをおこなうことをリクエストし、承認を取得。
3. プロトタイプ： プロトタイプをコンテンツの一部に対して実施。
4. 導入： より多くのコンテンツを使いプロセスを実施。
5. 継続的改善： 継続的に調整と改善を実施。

成功する DITA導入は以下のフェーズを含んでいます。

調査
売り込み
プロトタイプ
導入
継続的改善
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図 1 : DITA導入プロセスにおけるフェーズ

全てのタスク、役割、担当責任は、特定の導入プロセスに依存することなく、一般的な注視点として捉えられ
るべきです。例としては、初期のフェーズにおいてコンテンツ戦略を割愛することは、直接的にプロセスやツ



ール類の効果に強い影響を与えることになります。後々、どの時点かで、コンテンツ戦略を実施することにな
りますが、効果は低減されてしまいます。

フェーズが重なったり、異なる順番で起こったりすることも想定されます。フェーズの順番が異なってしまう
のは主に以下の理由からです。

• マネージメントが導入の立役者で、承認を最初に得ている場合。
• プロトタイプフェーズを実施しないことを決断し、導入に即、至る場合。
• それぞれのフェーズごとに承認が必要な場合。

リリース日程や顧客からの要望などの外部からの圧力に押されて、導入をサブフェーズに分割しなければなら
ない場合もあり得ます。

実務経験
成功している多くの DITA導入事例では、DITA経験を持つ人材と従来からの社内の人材をうまくチーム化して
います。

それぞれの役割において実務経験がある外部のサービスやコンサルタントに業務を依頼することは。DITAプ
ロジェクトの成功にとって非常に重要です。経験のある人材は、落とし穴を避けたり、戦略の効率を高めるこ
とを上手に支援できます。DITAの実務経験を持っている人員は、チーム内の DITAエキスパートではない人た
ちに DITAの導入によってもたらせられるポテンシャルを上手に伝えることができます。何ができて何ができ
ないかを知ることと、最善の方法でのソリューション実装を知っていることは、成功と失敗を大きく左右する
要因です。

以下の役割を担う人員は、DITAの実務経験をもっているべきです。

• DITAインフォメーションアーキテクト／コンテンツストラテジスト
• テクノロジスト/パブリッシングエキスパート
• 変換スペシャリスト
• トレーナー
• テクニカルエディター
• コンテンツ管理スペシャリスト

ほかの多くの役割の人員には、DITAの実務経験は在った方が良いですが、必須ではありません。

いくつかの役割に関しては、OJT（オンザジョブトレーニング）で学ぶことが最善策です。これらの、執筆者、
プロジェクトマネージャー、マネージャーの役割の人員は、プロダクト、会社、ブランディング、そしてエン
ドユーザーを理解しています。彼らがプロジェクトへもたらすナレッジや経験は、要求事項を特定し、最終結
果へのビジョンを創出し、最適なソリューションを構築し、最良のエンドユーザー満足度をもたらすと同時に
コスト削減するという、一般的な DITA導入の展開に必須となります。
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協業による体制強化

主要な役割が密に協業すると、DITAの導入に最良の結果をもたらします。

この特集記事では、各フェーズごとにそれぞれ関連する役割について説明します。ただし、これらの役割の責
任を負う個人それぞれは、連携して組織全体に向けたコンテンツを展開する必要があります。

DITAの導入プロジェクトは、ただ単にコンテンツを XMLタグで囲むだけの作業ではありません。導入プロジ
ェクトでは、静的な既存コンテンツを動的な知識体系に変換します。変換したコンテンツは、より簡単に利用
でき、見つけることができ、アクセスすることができます。またこの知識体系は、現在および将来的な要件を
満たすように進化させることができます。アジャイルでフレキシブルな DITAによって、コンテンツライフサイ
クルのプロセスに最先端の技術が持つ可能性を持ち込むことができ、配布と消費の選択肢が広がります。この
ような変換を行うにあたり、可能性を見抜く力（ツールや技術に関する知識）が必要です。また、コンテンツ
の主題やエンドユーザーに対する深い理解度も必要になります。

連続して進行する作業セッションを通じてアイディア、課題、目標を伝える多くの役割をまとめあげることで、
DITA導入プロジェクトのビジョン、計画、実装は、広く拡張されます。各役割はプロジェクトに対して独自の
視点や理解を持ち合わせていますが、プロジェクトを多角的に見ることで、DITAの導入プロジェクトを成功へ
と導く結束したソリューションが生み出されます。プロジェクトが成功すれば、DITAの導入を越え、投資収益
率(ROI)の増加、コンテンツ品質の向上、高いユーザー満足度の獲得にも効果が広がります。

最高情報責任者(CIO)など、企業の主要なステークホルダーを協業プロセスの初めの段階から関与させておくと、
しかるべきときに、DITAの導入プロジェクトを企業内の別の部署や部門に拡大することができるようになりま
す。



役割、担当責任、スキルセット
組織が DITA執筆環境への移行調査を行う際には、新たな役割、担当責任、スキルセットについて、特定する必
要があります。コンテンツ戦略を構築する際には、皆さんがリソース戦略も同時に考えることを推奨していま
す。DITAの実装を成功させる上で必要だと思われる複数の役割を特定しています。DITAの実装を進めていく
うちに、役割の数やあり方が変わることもあります。調査フェーズで必要な役割は、構築完成された DITA環境
において必要な役割とは大幅に異なります。

リソース戦略を構築するには、以下のガイドラインを考慮に入れてください。

• 一つの役割につき、一人以上の人員が担当責任を担います。
• 一人の人員は、一つ以上の役割の担当責任を担います。
• 個々の人員は、組織が実装のフェーズを進むにつれ、その役割を変えることがあります。
• 各役割に対して担う担当責任も、組織が実装のフェーズを進むにつれ若干変わることがあります。
• いくつかの担当責任に関してはその担い手をアウトソースする必要があるかもしれません。

表 DITAにおける役割、担当責任、スキルセットはそれぞれの役割ごとにまとめています。

表 1 : DITA 実装のそれぞれのフェーズで必要だと思われる役割

DITA実装の進行を通じてのそれぞれ異なるフェーズと、それぞれの実装フェーズで推奨される役割

役割 調査 マネージメン
トへの売り込
み

プロトタイ
プ

導入 継続的改善

執筆者 ✔ ✔

コンテンツ管理スペシャリス
ト ✔ ✔ ✔ ✔

変換スペシャリスト ✔ ✔ ✔ 状況に応じて

DITAインフォメーションア
ーキテクト／コンテンツスト
ラテジスト

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

テクニカルコミュニケーショ
ンマネージャー ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

執筆リーダー ✔ ✔ ✔ ✔

プロジェクトマネージャー ✔ ✔ ✔

テクノロジスト/パブリッシ
ングエキスパート ✔ ✔ ✔ ✔

支援者 ✔ ✔ ✔

執筆者としての SME（内容領
域専門家）

✔ ✔

レビューアーとしての SME
（内容領域専門家）

✔ ✔

テクニカルエディター ✔ ✔ ✔

トレーナー ✔ ✔ ✔
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役割 調査 マネージメン
トへの売り込
み

プロトタイ
プ

導入 継続的改善

翻訳コーディネーター オプション ✔ ✔ ✔

ユーザーエクスペリエンス
（UX）デザイナー ✔ ✔ ✔ ✔
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DITA 導入における役割、担当責任、スキルセット
以下の表は、DITAを採用する際の各フェーズで必要な主なタスクとそれらに対応する役割を記載しています。
それぞれのフェーズにおいて、役割はそれぞれ担当責任があり、それらは各フェーズにて要不要が変動します。

役割 担当責任 スキルセット

DITAインフォメーション
アーキテクト／コンテン
ツストラテジスト

• コンテンツライフサイクルの
全フェーズに渡る現状の理解

• ツールやプロセス、パブリッシ
ング、翻訳、シングルソース戦
略を含んだコンテンツ戦略の
定義

• 自組織に適した DITAデータモ
デルの定義

• DITA特殊化の定義と開発
• DITAモデルに適合した制約の
開発（パブリッシングエキスパ
ートと共同で）

• キーとなるリソースの特定を
含んだプロジェクトの立案

• ウェビナーやカンファレンス
への参加

• コンテンツ品質、自動化、翻
訳、シングルソースへの改善点
を見つけ、必要に応じて新ツー
ル、戦略、プロセスを適用

• オーサリングテンプレートの
開発と保守

• オーサリング環境の管理

• DITAアーキテクチャーに精通
• エンドユーザーに関する知識
• コンテンツ全般に対しての幅広い知識
• ビジネス要件やゴールに対しての知識
• 要件分析能力
• 最新の理論、ツール、ベストプラクティス
に関して描ける能力

• 思慮深さと戦略的な計画立案能力
• シングルソースとメタデータ活用の最善
策決定能力

• 関連ツールについての知識（CCMS、XML
エディタ、パブリッシングの選択肢）

• DTD/XSDに対する専門知識

テクノロジスト/パブリッ
シングエキスパート

• 必要となる全ての出力成果物
へのパブリッシングパイプラ
インの構築とカスタマイズ

• DITAインフォメーションアー
キテクト／コンテンツストラ
テジストと共同で DITA制約モ
デルを開発（必要な場合）

• DITAインフォメーションアー
キテクト／コンテンツストラ
テジストと共同で DITA特殊化
データモデルを開発（必要な場
合）

• スタイルシートの開発と保守

• 出力メカニズムについて精通 DITA Open
Toolkitを使用している場合、次のスキル
セットを含む：

• XSLT-FO
• FOP、XEP、もしくは Antenna House及
びその他のパブリッシングエンジン

• XML、DTD/XSD、HTML、CSS、Java、
XSL、XQueryそして Antの知識

• DITAアーキテクチャーに精通
• XMLエディタに精通
• ソフトウェア開発能力（プログラミング言
語）

コンテンツ管理スペシャ
リスト

• CCMS要件の定義
• 分析と適切な CCMSの選択
• 構成、ワークフロー、ユーザー
管理、自動化を含めた CCMSの
管理

• DITAアーキテクチャーに精通
• 様々な CCMSに対しての知識
• エラーのトラブルシューティング能力
• 初期と、継続するトレーニングを提供する
能力

• チームをサポートする能力
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役割 担当責任 スキルセット

• コンテンツ管理のベストプラ
クティスの取り決めと順守

• コンテンツやコンテンツ管理
について、再利用や最新情報が
未反映なものなど、各種情報を
含むレポートを作成

• トレーナーを CCMSの利用法
についてトレーニング

• 他ツールとのインテグレーシ
ョンの管理

• CCMSのインストールとアッ
プグレード

テクニカルコミュニケー
ションマネージャー

• DITA導入プロセスに関わるス
タッフの管理

• DITA導入プロセスにおける要
となるスタッフを、テクニカル
コミュニケーション部門の内
外で調達

• DITA導入プロセスにおける以
下の経費の管理

• 人的リソースの給与コスト
• トレーニング費用
• ツールのライセンス費

• スタッフ全員が必要なトレー
ニングを受けていることを確
認

• スタッフ全員が必要なツール
にアクセスできることを確認

• リソース計画とその調達
• 調達可能な資金に対する知識
• 経費の管理とトラッキング能力
• コストの分析と予測能力

執筆リーダー • プロジェクトやドキュメント
に対し、コンテンツのデリバ
リ、再利用、そして翻訳の要件
の計画及び管理

• 上位レベルのマップの管理
• 再利用戦略の実施
• DITAインフォメーションアー
キテクト／コンテンツストラ
テジストと共に新たな再利用
の可能性と現行モデルに対し
ての新しい要件を特定

• 執筆者間のナレッジギャップ
の特定（例：ツールへのトレー
ニング等）

• エンドユーザーについての深い理解
• DITAと DITAベストプラクティスの理解
• XMLエディターの利用経験
• 新しいツールとプロセスを学ぶ能力
• トピックベースオーサリングのライティ
ングスタイルに適合できる能力

• 複雑なコンテンツ要件に対して、考え、管
理し、計画を立て、コンテンツ作成プロセ
スを合理化し、必要なコンテンツを届ける
ための各種戦略を立てる能力

執筆者 • コンテンツの執筆
• CCMSの利用
• サブマップの作成と管理
• 確立された DITAモデルに従う

• DITAと DITAベストプラクティスの理解
• XMLエディターの利用経験
• 新しいツールとプロセスを学ぶ能力
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役割 担当責任 スキルセット

• 組織のスタンダードに沿った
コンテンツの執筆

• トピックベースオーサリングのライティ
ングスタイルに適合できる能力

執筆者としての SME（内容
領域専門家）

• トピックの執筆
• 組織のスタンダードに沿って
執筆

• 単体で意味が通るトピックを執筆する能
力

レビューアーとしての
SME（内容領域専門家）

• ブック文脈内外でのコンテン
ツのレビュー（トピックやマッ
プ）

• DITA環境に特化したものではない

テクニカルエディター • コンテンツと構造においての
一貫性の保証

• シングルソース機会の特定
• エンドユーザーの要件に合致
してるかの保証

• 執筆者がよりトレーニングが
必要な箇所やアドバイスが必
要な箇所の特定 DITAインフォ
メーションアーキテクト／コ
ンテンツストラテジスト

• 執筆スタイルガイドや DITAマ
ークアップガイドの作成と保
守

• DITAベストプラクティスの理解
• シングルソーシングの理解
• DITA再利用メカニズムの理解
• DITA要素と属性の熟知
• ミニマリズムとトピックベースライティ
ングの熟知

ユーザーエクスペリエン
ス（UX）デザイナー

• エンドユーザーがどのように
コンテンツにアクセスし、体験
するかについての調査

• ナビゲーション、カスタムコン
テンツ、検索を含め、ユーザー
がどのように出力したコンテ
ンツを体験するかを定義、デザ
イン、実装

• コンテンツ管理スペシャリス
トと共にコンテンツを CCMS
からパブリッシングの場所へ
デプロイ

• 多数の部署（IT、Webチーム、
開発、マーケティング、等）と
共にコンテンツのユーザーエ
クスペリエンスが企業内の他
のコンテンツ、製品とシームレ
スになるよう調整

• コンテンツ管理スペシャリス
トやテクノロジスト/パブリッ
シングエキスパートと共にユ
ーザーエクスペリエンスに対
しての要件の定義と実装（プロ
ファイリングや検索用メタデ
ータの活用など）

• 各ユーザータイプに対する専門性
• 多様なツールを用いたユーザーフィード
バック収集に対しての習熟

• ユーザー分析やユーザーリサーチに関す
る経験

• HTMLと CSSの知識
• サーチエンジンカスタマイゼ―ションを
精通

• サーチエンジンオプティマイゼーション
（SEO）のベストプラクティスの経験

• 公開情報アクセスに対しての、アクセシビ
リティや法的要件への専門性

• DITAアーキテクチャーに精通
• DITAベストプラクティス、リンク戦略、
シングルソースに関しての知識
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役割 担当責任 スキルセット

• ダイナミック及び定期的なコ
ンテンツのアップデート管理

• ユーザーエクスペリエンスの
管理とアップグレード、改善の
実装

• ユーザー、ユーザーの行動、ユ
ーザーフィードバック、検索語
句、更新されていないコンテン
ツ、等の情報を収集

• ユーザーコミュニティの計画、
設置、管理

翻訳コーディネーター • 社内翻訳者もしくは翻訳サー
ビスプロバイダを利用した、継
続的な翻訳管理の計画、実施

• 翻訳結果の監督
• 見積もり収集、コストのモニタ
リング、コストの最適化を含む
コスト管理

• 翻訳ワークフローメカニズム
の開発と保守

• 継続的に翻訳プロセスに対し
て調査と改善（ツールや戦略を
含む）

• ローカリゼーションベストプラクティス
に対する専門性

• XLIFF標準の経験
• DITA環境における翻訳経験
• CCMSの翻訳機能の知識
• DITAのベストプラクティスと再利用の知
識

• 翻訳ツールや業界動向の知識

変換スペシャリスト • レガシー資材の監査を実施
• コンテンツの棚卸を実施し、コ
ンテンツ変換の優先付けを行
う（何を、いつ変換するか）

• 変換のためのコンテンツ準備
• アーキテクトとリード執筆者
から情報を得て、レガシーコン
テンツの構造を新規に DITA構
造にあてはめる

• レガシーコンテンツを変換前
に再編集（もしくは再編集の指
示）

• 矛盾点を特定する
• コンテンツ管理スペシャリス
トと共に、変換の要件を定義

• レガシーコンテンツを DITA
XMLに変換もしくは変換プロ
セスの選択

• 変換されたコンテンツに対し
て品質保証を実施

• 変換テーブルもしくは類似ツールに対し
ての熟知

• 次に対して熟知:

• XML
• XQuery
• スクリプト言語（ExtendScript及び類似
スクリプト）

• DITAアーキテクチャと DITAベストプラ
クティスの熟知

• コンテンツ戦略の知識
• コンテンツとユーザーに関する広い理解

トレーナー • コンテンツ管理スペシャリス
トやチーム内のキーメンバー
から情報を得て、カリキュラ
ム、デリバリー方法、デリバリ

• DITA、XMLエディター、CCMSに対して
の専門性

• 研修及びオンライントレーニングの作成
と提供に対する熟知
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役割 担当責任 スキルセット

ーの頻度を含めた、トレーニン
グに関する要件を定義

• トレーニングを受ける人のた
めの実際の例を含めたトレー
ニングコンテンツの作成

• 執筆者、レビューアー、翻訳
者、そして他ステークホルダー
に対し次のトレーニングを実
施:

• DITAの基礎
• DITAベストプラクティス
• プロセス
• XMLエディター、CCMS、そ
してパブリッシングツール
を含むツール

• オンデマンドベースのトレー
ニングの提供

• DITAアーキテクチャー、DITAベストプラ
クティス、ツール、そして関連プロセスの
熟知

• 特定の学習者に対してトレーニングコン
テンツの調整ができる能力

• 学習者に対してハンズオン演習を提供し
リードする能力

支援者 • プロジェクトのビジョン構築
• プロジェクトが企業基準に準
拠し、予算獲得ができるよう調
整

• DITAのメリットを企業を通し
た他の役員やステークホルダ
ーに説明

• エンタープライズ DITAソリュ
ーションの実装における可能
性の紹介と説明

• 様々な部署、部門に対して
DITAのビジネスバリューに沿
ったメリットを説明

• エグゼキュティブコミュニケーションス
キル（複数利害の調整と合意形成能力）

• コンテンツライフサイクルを合理化する
ことの利点が解っていること

• ビジョンを持ち、DITAソリューションを
企業内に広げていくことのビジネスバリ
ューを理解することができる

• コンテンツ戦略をビジネス戦略に繋げる
ことができる

• 現状のコンテンツ制作、出力、管理プロセ
スに対して理解している

プロジェクトマネージャ
ー

• 全ステークホルダーとの調整
• 予算の管理
• リソースと期限の管理
• マイルストーンの設定と達成
• 初期プロジェクトと企業内キ
ーステークホルダーの間に立
ち調整

• エグゼキュティブコミュニケーションス
キル（複数利害の調整と合意形成能力）

• プロジェクト立案能力
• リソース管理能力
• XMLの価値への理解
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調査フェーズ
組織が DITA執筆環境への移行調査を行う際には、様々な角度からの調査を実施するため、新たな役割や担当責
任を必要とします。調査フェーズでは、後続するフェーズに向けて、正確な見積もり、計画、ビジネスケース
構築を実施するための情報を集めます。

コンテンツ管理
スペシャリスト

コンテンツ管理のための様々な選択肢を調査します。自組織のためのソリューションを構
築するために、コンポーネントコンテンツ管理システム（CCMS）のベンダーと一緒に作業
を進めます。

変換スペシャリ
スト

既存コンテンツから DITAへの移行は、変換プロセスに関する深い理解を必要とします。コ
ンテンツ変換のための選択肢を調査します。変換の選択肢としては、プロセスを自動化す
るツールを利用した自社内での手動によるコンテンツ変換から、変換を行うベンダーと契
約するに至るまで、広い範囲があります。

DITAインフォメ
ーションアーキ
テクト／コンテ
ンツストラテジ
スト

既存のコンテンツライフサイクルを理解しています。組織のコンテンツをよく知ってお
り、コンテンツの再利用やメタデータの利益性にポテンシャルを見いだすことのできる将
来を見越すことのできる人材です。

執筆リーダー DITA執筆環境に関連するツールやワークフローに関するフィードバックを提供します。
また、既存コンテンツ変換へのインプットも提供します。

プロジェクトマ
ネージャー

DITA執筆環境への移行は課題をともなう変化の可能性があるため、 移行を調査するチーム
に方向性や説明責任を提供します。スケジュールや作業のアサイン状況を追跡し、調査チ
ームの予算を監督します。

テクニカルコミ
ュニケーション
マネージャー

DITA執筆環境を調査するリソースを特定するために、多くの主要プレイヤーと作業しま
す。DITAの調査に個々の時間を使えるよう、各人のスケジュールを管理します。予算への
承認を獲得し、DITA執筆環境を実装するために必要なツール、機器、リソースに関するコ
スト分析を開始します。

テクノロジスト/
パブリッシング
エキスパート

DITAソースコンテンツをサポートする様々なパブリッシングツールを理解しており、DITA
を理解しています。テンプレートの開発と保守をおこないます。

支援者 それぞれの組織には、DITA執筆環境への移行をサポートするマネージメント側の支援者や
擁護者（チャンピオン）が必要です。この将来を見越すことがでる人材は、上流での DITA
執筆環境への移行メリットやコスト概要を理解しています。さらには、トレーニングやマ
ーケティングを網羅した、限定されることのないエンタープライズ規模での導入の機会創
出を理解することができます。

翻訳コーディネ
ーター（オプショ
ン）

組織がコンテンツの翻訳を実施している（もしくは将来的に実施したい）場合は、翻訳コ
ーディネーターを調査フェーズに含めることが、完全かつ効果的な長期の戦略（特にツー
ル選択、しかしそれに限定することなく）を開発するために重要な要素となります。

ユーザーエクス
ペリエンス（UX）
デザイナー

調査フェーズの期間には、要件を決定し、ユーザーにコンテンツを配信するために可能と
なるソリューションを特定するための予備調査を行います。



売り込みフェーズ
組織が DITA執筆環境への移行を決定したあと、担当者数人は、そのアイデアを上位マネージメント層および主
要なステークホルダー（IT部門など）へ売り込まなければなりません。このフェーズの担当者は、調査フェー
ズに関わった人からの情報に依存しています。

DITAインフォメ
ーションアーキ
テクト／コンテ
ンツストラテジ
スト

組織のコンテンツをとてもよく知っており、コンテンツの再利用やメタデータの利益性に
ポテンシャルを見いだすことのできるストラテジストです。DITA執筆環境の利点を理解し
ており、XMLや既存のコンテンツ開発プロセスやその非効率性を理解する必要性のないエ
グゼクティブや他の主要ステークホルダーと明瞭に意思疎通を図ることができます。

支援者 上位のマネージメント層と調査チームとのつなぎ役です。必要なツール、作業環境へもた
らされる変更点、DITAの実装を成功させるために必要な労力について理解しています。
DITA執筆環境への移行に関する利点や移行コストについて理解しています。

テクニカルコミ
ュニケーション
マネージャー

上位マネージメント層への提案書を準備するために DITAインフォメーションアーキテク
ト／コンテンツストラテジストおよび支援者と密接に作業します。DITA執筆環境への移行
に関わる、人員、ツール、トレーニングを含む支出を理解し、管理します。
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プロトタイプフェーズ
組織が DITA執筆環境への移行の承認と資金を受け取った後、新しい環境のツール、手順、プロセスを開発する
ために多くの担当人員が一緒に作業しなければなりません。プロトタイプフェーズの成功は、調査フェーズに
関わった担当人員からの情報に依存しています。

コンテンツ管理
スペシャリスト

DITAのアーキテクチャを理解しています。CCMSを使うのであれば、CCMSの要件を定義
し、ベンダー選定と CCMSのプロトタイププロセスを主導します。

変換スペシャリ
スト

重要なメタデータを保持もしくは追加し、またコンテンツ戦略で特定された DITAモデルに
従うため DITAインフォメーションアーキテクト／コンテンツストラテジスト、コンテンツ
管理スペシャリスト、テクノロジスト/パブリッシングエキスパートと協業して、プロトタイ
ププロジェクトのための初期変換を行います。初期変換されたコンテンツは複数の目的に使
われます。コンテンツ戦略のテストや見直し、ツールの選定やカスタマイズのプロセス期間
の実サンプルの提供、ドキュメント配信のためのスタイルシート開発を開始するためテクノ
ロジスト/パブリッシングエキスパートに対しての作業サンプルの提供、などです。

DITAインフォ
メーションアー
キテクト／コン
テンツストラテ
ジスト

既存コンテンツの変更、既存ツールの改善、プロセスの自動化、に関する機会を探します。
シングルソースのためのベストプラクティスやメタデータ活用のベストプラクティスを決定
します。特殊化開発の必要性を含め、DITAアーキテクチャーに関する深い知識を持っていま
す。組織が使うツールの開発や保守のために、テクノロジスト/パブリッシングエキスパート
やコンテンツ管理スペシャリストと密接に作業します。

テクニカルコミ
ュニケーション
マネージャー

健全なプロトタイププロジェクトの開発はリソースを必要とします。これらのリソースは、
部門費用に影響します。成功するプロトタイププロジェクトは、専任の担当者、ツール、ト
レーニングを必要とします。テクニカルコミュニケーションマネージャーは、パイロットプ
ロジェクトが予算からかけ離れないことを確実にするため、プロジェクトに関連する費用を
管理、コントロールします。上級マネージメント層との開かれたコミュニケーションを維持
します。プロトタイププロジェクトの定期進捗状況や予算状況を提供する責任を持っていま
す。

執筆リーダー 組織が DITA執筆環境への移行を開始すると同時に、執筆リーダーはプロトタイプコンテン
ツを用いて作業し、執筆ガイドラインや制作プロセスの構築を開始します。プロトタイプフ
ェーズでは、戦略、ツール、プロセスの特定を実施し、ギャップや問題点の修正のため、彼
らは他の全ての役割担当者と密接に作業します。

プロジェクトマ
ネージャー

プロトタイプを推進するにあたって、全てのコンポーネントがスケジュール通りに開発され
ることや全てのリスクが適切に管理されることを確実にします。プロトタイプの不可欠な全
ての面が指示通り、および時間通りに完了することを確実にします。プロジェクトマネージ
ャーは、プロトタイプフェーズ内の全てのステークホルダー間のコミュニケーションライン
が開かれていることに加え、社内の他部署とのコミュニケーションも同様であることを、保
証します。

テクノロジス
ト/パブリッシ
ングエキスパー
ト

DITAインフォメーションアーキテクト／コンテンツストラテジストやコンテンツ管理スペ
シャリストと密接に作業し、組織に XMLファイルのパブリッシング手段として選択された
１つ、もしくは 2つの出力タイプを開発、保守します。パブリッシングプロセスを推進し、
パブリッシングツール固有の要件を特定します。

支援者 上位マネージメント層とプロトタイプチームのつなぎ役です。プロトタイプフェーズ期間、
支援者の役割は、プロトタイプが完了する前にキャンセルにならないように維持に努め、企
業が持つであろう様々な懸念を特定することです。支援者は、企業における DITAソリュー
ションの可能性を幅広く紹介することも請け負います。



テクニカルエデ
ィター

インプットを提供し、ワークフロー編集の作成支援をし、DITAマークアップのガイドライ
ン、文法やライティングのスタイルガイドライン、トピックベースのライティングガイドラ
インを含むスタイルガイドを開発します。

トレーナー プロトタイプフェーズに責任を持つすべての人と密接に作業します。トレーナーは、プロト
タイプフェーズ期間中に開発された手順やプロセスをベースに教材やカリキュラムを開発し
ます。DITA執筆環境で使われるツールやプロセスを知らなければなりません。

翻訳コーディネ
ーター

翻訳が要件である場合は、ピボット（原文）言語と全ての翻訳言語の管理に関する作業戦略
の開発を開始します。

ユーザーエクス
ペリエンス
（UX）デザイナ
ー

プロトタイプフェーズを利用して、コンテンツに対するユーザーエクスペリエンス（UX）を
構築、ユースケースやシナリオを作成、ワイアフレームを開発、機能要件をリストアップし
ます。すべてのステークホルダーからのフィードバックを収集しますが、内部および外部の
エンドユーザーにフォーカスします。
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導入フェーズ
プロトタイプフェーズに成功したら、法人内の一つまたは複数のチームに対して、DITAソリューションをロー
ルアウトまたは段階的にロールアウトします（導入フェーズ）。導入フェーズ中、プロトタイプフェーズに参加
した全人員は、チーム全体のメンターの役割を果たします。導入フェーズには、すべての役割が含まれていま
す。

コンテンツ管理スペ
シャリスト

コンテンツ管理および CCMSツールの全ての側面を管理し、カスタマイズします。

変換スペシャリスト 必要に応じて、既存資産を継続的に変換します。

DITAインフォメーシ
ョンアーキテクト／
コンテンツストラテ
ジスト

シングルソースのベストプラクティスとメタデータ活用のベストプラクティスを継続
的に展開します。

テクニカルコミュニ
ケーションマネージ
ャー

リソースおよび経費を継続的に監視します。プロトタイプフェーズの成功に倣い、新た
に予算、スケジュールを設定し、追加のリソースを管理します。テクニカルコミュニケ
ーションマネージャーは人員を管理する責任を負って、全人員がツールにアクセスし、
トレーニングを受け、DITA執筆環境で作業する上で必要な設備を整えられるようにす
る必要があります。導入フェーズ中、目標、スケジュール、予算要件を達成する責任を
負います。上級管理者向けに、進捗レポートを継続的に定期作成します。

執筆リーダー 執筆者 が DITAの導入へ移行できるようサポートします。また、継続的に新しいコンテ
ンツを執筆し、マップを管理します。

執筆者 ツールおよびプロセスを同時に学びながら、トレーニングを受け、DITAで執筆を開始
します。

執筆者としての SME
（内容領域専門家）

XMLエディタ(トレーニングの場合) または XMLタグを非表示にする簡易版インター
フェースのいずれかを使い、分かる範囲でコンテンツを執筆することがあります。通
常、SMEが書いた内容を、文面、スタイル、XMLタグの使用をチェックしながら執筆
者がレビューします。

レビューアーとして
の SME（内容領域専
門家）

ドラフトまたは最終的なコンテンツをレビューし、修正や改善に関してアドバイスしま
す。

プロジェクトマネー
ジャー

すべてのプロジェクトを順調に進めます。

テクノロジスト/パブ
リッシングエキスパ
ート

DITAインフォメーションアーキテクト／コンテンツストラテジストおよびコンテンツ
管理スペシャリストと密に連携して、残りの出力タイプについて組織で採用している
XMLファイルのパブリッシング方法を展開し、管理します。

支援者 上級マネージメント層と執筆チームの間をつなぎ役として継続的に調整します。

テクニカルエディタ
ー

すべての執筆者が DITA要素と属性値を一貫して使用し、文体および構造が読みやすさ
や明確さの要件を満たし、再利用の可能性をすべて採用できるようにします。

トレーナー プロトタイプフェーズにおいて決定されたツール、プロセス、戦略に関して、具体的な
タスク指向トレーニングを、すべての執筆者が受けているようにします。トレーナーは
また、継続的にトレーニングを実施し、すべての執筆者をサポートします。



翻訳コーディネータ
ー

一つまたは複数言語への翻訳やローカリゼーションの調整を行い、プロセスをすべてを
実装します。高品質の翻訳を保証し、複数言語のマップおよびトピックを効率的に管理
します。

ユーザーエクスペリ
エンス（UX）デザイ
ナー

メトリックス、検索用語、見つけやすさ、旧コンテンツ、ユーザーフィードバック、ユ
ーザーエクスペリエンスを継続的に監視します。DITAインフォメーションアーキテク
ト／コンテンツストラテジストおよびテクノロジスト/パブリッシングエキスパートと
連携して、ユーザーエクスペリエンスの改善について優先付けを行い、エンドユーザー
から得られたコンテンツや製品の改善に関する情報について説明します。
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継続的改善フェーズ
DITA導入プロセスが構築されたら、組織で継続的にコンテンツを管理し、実装を拡張し、ツール、ソリューシ
ョン、プロセスを微調整する必要があります。

コンテンツ管理スペ
シャリスト

コンテンツ管理および CCMSツールの全ての側面を管理し、カスタマイズします。現
在のリリースや新機能に関する CCMSツールおよび手順を更新します。

変換スペシャリスト 他部署からのコンテンツなど、必要とされる既存コンテンツを継続的に変換します。

DITAインフォメーシ
ョンアーキテクト／
コンテンツストラテ
ジスト

業界動向や新しい領域の考え方についていけるようにします。新たな要件を決め、戦略
を修正し、すべてのプロセスを整備します。

テクニカルコミュニ
ケーションマネージ
ャー

リソースおよび経費を継続的に監視します。DITA執筆環境が進化するのに伴い、必要
なツールのアップデート、設備の更新、コンサルティングサービスを見込んだ、部署の
財源および予算を継続的に管理し、展開します。上級管理者向けに、進捗レポートを継
続的に定期作成します。

執筆リーダー 継続的に新しいコンテンツを執筆し、既存のコンテンツを更新します。

執筆者 継続的に新しいコンテンツを執筆し、既存のコンテンツを更新します。

執筆者としての SME
（内容領域専門家）

XMLエディター(トレーニングの場合) または XMLタグを隠す簡易インターフェース
のいずれかを使い、分かる範囲でコンテンツを執筆することがあります。通常、SME
が書いた内容を、文面、スタイル、XMLタグの使用をチェックしながら執筆者がレビ
ューします。

レビューアーとして
の SME（内容領域専
門家）

ドラフトまたは最終的なコンテンツをレビューし、修正や改善に関してアドバイスしま
す。

テクノロジスト/パブ
リッシングエキスパ
ート

業界動向や新しい領域の考え方についていけるようにします。全ての出力タイプにつ
いて組織で採用している XMLファイルのパブリッシング方法を展開し、管理します。
現在のリリースや新機能に関するパブリッシングツールおよび手順を更新します。

テクニカルエディタ
ー

すべての執筆者が要素と属性値を一貫して使用し、文面および構造が読みやすさと明確
さの要件を満たし、再利用の可能性をすべて採用できるようにします。

トレーナー トレーニング資料を展開および更新し、すべての執筆者がツール変更、新機能、プロセ
ス変更に関するトレーニングを受けているようにします。

翻訳コーディネータ
ー

必要な言語すべてについて、継続中の翻訳を管理します。

ユーザーエクスペリ
エンス（UX）デザイ
ナー

検索用語、見つけやすさ、メトリックスなどの、ユーザーエクスペリエンスを監視しま
す。ユーザーの要望に応じてコンテンツのデザインやエクスペリエンスの変更を薦め、
ユーザーに必要なユーザーエクスペリエンスを更新します。

支援者 企業をまたいで DITAを利用するビジネス上の利点、およびテクニカルパブリケーショ
ンを超えた別の領域にソリューションを拡大する方法について継続的に説明します。


	目次
	概説
	協業による体制強化
	役割、担当責任、スキルセット
	DITA導入における役割、担当責任、スキルセット
	調査フェーズ
	売り込みフェーズ
	プロトタイプフェーズ
	導入フェーズ
	継続的改善フェーズ

