
　「働くすべての人が気持ちよく働けているかどうか、それをまず第一に考
えるべき。これが改善されない限り、働き方改革も、IT の導入もあまり意
味をなさないと思います。デジタル化＝業務の効率化は、スマートなスロー
ガンではありますが、現場の人間にとっては、今まで右利きだった人に、明
日から左利きになれと言われているのと同じ。実際の現場では IT 化にうま
く対応できない、導入に踏み切れていないというのが実情です。

　ただ闇雲に最新の技術を導入し、今まで慣れ親しんだプロセスを真逆に
方向転換することは容易ではありません。『気持ちよく働く』という、とて
もシンプルな考えを尊重することで、日々の一つ一つの作業の効率化が図
れ、結果的に全体の生産性向上につながっていくのではないかと思います。

　今回ご紹介する Surface Studio と Bluebeam Revu は、まさに『気持ち
よく働く』のためのツールだと言えます」

　Microsoft Surface の新しいファミリーとして登場した、様々なクリエ

イティブスタイルを可能にする一体型オールインワンデバイス「Microsoft 

Surface Studio」。そして図面ワークフローを効率化する PDF レビュー

ソリューション「Bluebeam Revu（ブルービーム レビュー）」。これら 2

つのデジタルツールを組み合わせることで実現する、「気持ちよく働く」た

めの環境づくりについて、企業内イノベーターとして、IT 導入による業務

改革を積極的に取り組む田辺要平氏（大成建設株式会社）に話を伺った。

「働き方改革」を進めるうえで
忘れている重要な前提条件がある

　近年、様々な業界で取り沙汰されている「働き方改革」。社会的にも長時
間労働の改善や作業の効率化、生産性の向上を目的に働き方を変えようと
する試みがなされている。しかし、IT 導入による環境の再構築を考える前に、
忘れてはならない要件があると、田辺氏は強調する。

すべては気持ちよく、働くために ー
デジタルとアナログを融合した、デスクトップスタイル改革

→ 田辺氏による Surface Studio と Bluebeam Revu のレビューは中面をご覧ください
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3D PDF・360°カメラに対応

3D モデルのメタデータの表示や修正が
行えます。検索やフィルタリング、カラー
の変更、CSV への書き出しなどが可能。
さらに、周囲 360°を見渡せるパノラマ
画像の埋め込みが可能になり、建設の
進捗状況を簡単に追跡することができ
ます。

図面比較・重ね図

更新頻度が高い図面の変更点を検出す
る比較機能を搭載。テキストだけでなく、
図面や写真に対しても差分検出が可能
です。また、複数図面を重ね合わせて
変更点を表示する重ね図機能にも対応
しているので、新旧の図面など瞬時に確
認・把握することができます。

マークアップと進捗管理

PDF フ ァ イ ル の 図 面 上 に、Surface 
Pen で直接図面に朱書きをしたり、囲み
マークやスタンプ、写真などを書き込む
ことが可能。入力した指摘事項に対して、
その後の作業状況や検討内容の経過を
追跡できる進捗管理機能を搭載してい
るので、対応漏れを確実に防止できます。

面積・体積の測定

湾曲を含む複雑な形状の面積や体積の測
定が可能。鉄柱などの箇所を測定結果か
ら除算することができるので、より正確
な面積・体積の見積もりができます。また、
図面解析による部材数の検索や集計にも
対応。集計データを瞬時に一覧できるの
で、作業を大幅に効率化できます。

Bluebeam Revu の主な特徴

遠隔地とスムーズに共有。
クラウドを活用した「Bluebeam Studio」
クラウドサービスを利用することで、図面データを遠隔地間や複数メンバー間でリアルタイムに共有。
高精細な図面や、大量の図面もスムーズに閲覧できます。さらに複数のメンバーが同一図面上に書き込んだ
指摘事項や検討内容が自動記録されることで、対応漏れを防止できます。

www.panasonic.com/jp/business/its/bluebeam/○製品の詳しい情報はこちら

大画面ディスプレイ

4.5K（4500 × 3000） の 解 像 度 を 誇
る 28 型の大画面液晶ディスプレイは、
Office ア プリ ケーション や イン ター
ネット、フォルダなどを複数同時に開い
て作業することが可能。マルチタスク
がよりスムーズに行え、業務の効率化を
図ることができます。

使いやすいスタイル

指先で水平近くまで画面を倒せば、簡単
にデスクトップから液晶タブレットスタ
イル（スタジオモード）に変身。用途に
合わせてディスプレイの角度を調整でき
るので、画面への手書き入力やスケッチ、
ペイントなど、最適なポジションで作業
に没入することができます。

Surface Pen Surface Dial

付属の Surface Pen には、1,024 段階
の筆圧を感知できる精密なペン先、も
う一方に本物そっくりの消しゴムを搭載。
紙に書く感覚で画面に直接スケッチした
り、テキストや図面への注釈書き込み、
画面のタッチ操作など、思い通りにペン
入力が行えます。

別売りの Surface Dial は、デスクや画面
に直接置いて表示の拡大・縮小やスクロー
ル、ショートカットなどに簡単にアクセス
できる全く新しいツールです。Surface 
Dial と Surface Pen を両手にそれぞれ
持てば、作業の流れを止めることなく、
より直感的な操作が可能になります。

Surface Studio の主な特徴

モバイルワークスタイルを、もっと自由に。
外出先でも、社内との連携力を高める「Surface Pro LTE モデル」
パワフルなノート PC としても、軽量薄型のタブレットとしても、バランスよく使用できる Surface Pro も、
Bluebeam Revu の活用に最適です。LTE 通信に対応した SIM 内蔵モデルを使えば、外出先からも最新
の図面を使ったレビューを Surface Pen を使ってスムーズに行うことができます。さらに Windows Hello
の顔認証により、速くて安全にログインすることができます。

aka.ms/surfacebizjp○製品の詳しい情報はこちら
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■ Surface に関するお問い合わせ

日本マイクロソフト株式会社
〒108-0075 東京都港区港南2-16-3 品川グランドセントラルタワー

0120-41-6755（平日 9:00 ～ 17:30）

※携帯/PHS からもご利用いただけます。※番号のおかけ間違いにご注意ください。

マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター

aka.ms/surfacebizjp
■ Surface 製品 Web サイト

■ Bluebeam に関するお問い合わせ

パナソニック ソリューションテクノロジー お問い合わせ受付窓口

※当社指定休業日を除きます。※受付後、当社担当者よりご連絡いたします。
※携帯/PHS からもご利用いただけます。※番号のおかけ間違いにご注意ください。

■ Bluebeam 製品 Web サイト
www.panasonic.com/jp/business/its/bluebeam/

0570-087870（平日 9:00 ～ 17:30）ナビダイヤル



 次に田辺氏は、「画面の角度」を挙げた。Surface Studio は、用途に合
わせてディスプレイの角度を自在に調整することが可能だ。水平近くまで画
面を倒すことで、簡単にデスクトップから液晶タブレットスタイル（スタジオ 
モード）に切り替えることができる。

　「書類の作成やメールのチェックなどは通常のデスクトップスタイルで十分
ですが、図面を確認するときはこの『スタジオ モード』が最適。指先で簡単
に倒せて、自分にちょうどいいポジションで作業に入れます。この切り替え
は、気持ちを切り替えるスイッチとも言えます。画面を倒して作業する姿勢が、
昔の製図台で作業していた感覚に戻るといいますか、すごく作業に集中でき
るんです」

Bluebeam Revuは
図面を活用する技術者のニーズを
くまなく汲み取ってくれる

　図面の確認には、朱書きや数量計算といった様々な細かい作業が発生する。
こうした作業は従来、紙の図面を使って行われていたが、変更が入るたびに
図面を原寸で紙に出力し、手書きで変更指示を転記し、それをスキャンして
電子データ化するという、非常に時間と手間がかかるものだった。また紙の
場合、図面の管理が煩雑になり、変更指示の見落しといったミスも生じやすい。

　こうした作業をそのままデジタル化し、手間やミスを減らしてより効率的に
行えるようにするのが、PDF ベースの図面専用閲覧・編集ソフト Bluebeam 

Revu だ。田 辺 氏は、Bluebeam Revu を
次のように評価する。

　「PDF の図面上に問題点や変更点を直接
朱書きできるだけでなく、その部分を自動
的に一覧表として作成できる点が気に入っ
ています。図面と一覧表が相互にリンク
しているので、2 つを付け合わせて探す
手間もなく、修正の漏れが防げるので確
実に修正作業が行えます」

→ 「A3 サイズの図面がきっちり収まることで、図面全体を見渡せる。しか
も見たい箇所にピンポイントで移動できる。さらにタッチ操作が可能なとこ
ろが大きな魅力ですね。スマホやタブレットでは当たり前のタッチ操作が大
画面 PC でも行える。これなら最新デバイスの操作に苦手意識がある方でも、
直感的に作業できます。今まで紙で作業していた人にとっては、紙を見る感
覚をそのままデジタルに置き換えることができるのではないでしょうか」
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田辺 要平 氏（たなべ ようへい）

1994 年大成建設入社、様々なプロジェクトの施工管理に従事。1997 年本社建築本部
へ異動後、大型積算システム開発の担当や同社住宅事業の IT 化を指揮。2003 年には三
菱商事「建設サイト・シリーズ」の開発協力・社内導入を担当し、現在は IT 導入による
業務改革を推進する企業内イノベーターの第一人者として活躍。

→ 画面に手書き入力できる Surface Pen を右手に、図面の拡大・縮小など
の操作をサポートしてくれる Surface Dial を左手に、このスタイルでなら
作業の流れを止めることなく、集中力を持続できます。デジタルとアナログ
のいいとこ取りの操作感は、自分らしい新たなワークスタイルを発見できる 
ことでしょう」

設計・建設業に限らず
あらゆる業界で活用できる高機能、ハイスペック

　Surface Studio と連携できる Bluebeam Revu の優れた機能として、「図
面比較・重ね図」を挙げた。この機能は、更新頻度が高い図面の変更点を検
出して雲マークを表示する機能だ。また、複数図面を重ね合わせて変更点を
表示することもできるため、新旧の図面など瞬時に確認・把握することができる。 

デジタルとアナログのいいとこ取り
この操作感が新たなワークスタイルを生む

　また田辺氏は、Surface Studio と Bluebeam Revu を組み合わせて使
用することで、最大の効果が得られるという。そこには、「Surface Pen」と

「Surface Dial」が大きな役割を果たしている。

　「Surface Pen の優れた点は、画面に直接手書き入力ができるだけでなく、
Bluebeam Revu の PDF 図面に書いた文字がそのままテキスト化され注釈
一覧表へ追加されることです。紙で行なっていた時の手書きの注釈は、転記
して最新の図面へ反映しないといけませんでしたから、これなら確認の漏れ
が圧倒的に減ります。

　それから、Surface Dial は、詳細な図面を確認する上で、作業をスムーズ
にサポートしてくれる優れたツールですね。確認したい図面に Surface Dial
を直接置いてダイヤルを回せば拡大・縮小が直感的に行えるので、わざわざ
メニューから拡大ツールを選択する必要がありません。また、Bluebeam 
Revu は 2 画面で図面を表示できるので、片方に図面を全体表示しながら、
片方で拡大図面を確認するといった使い方もできます。

→

　「この機能と Surface Dial との合わせ技で、ダイヤルを回せば瞬時に見た
い所にとたどり着けるので、朱書きの有無、修正に漏れがあるかどうかなど、
新旧の違いがより分かりやすくなりますね。図面データに限らず、テキストの
差異も検出できるので、契約書などの大量なテキスト文書などにも活用でき
そうですね」

　このほかに、現場の技術者をサポートする機能として、PDF 図面上で面積
や体積の測定が行える機能を挙げた。この機能を使うと、湾曲や穴などが
ある複雑な形状でも、多角形や曲線で囲むだけで正確な面積・体積を算出す
ることができる。

　「図面解析によって部材数の検索や集計も行え、集計データを瞬時に一覧
できるので、現場の確認作業が多い技術者にとっては大幅に作業を効率化で
きると思います」

　最後に田辺氏は、Surface Studio のパフォーマンスについて言及した。

　「Bluebeam Revu は閲覧・確認に特化したソフトですが、建築に関わる資
料は、大量の図面であったり、3D データの入った図面など、扱うデータがど
うしても大きくなってしまいます。表示の遅れやカクつきがあると、それだけ
でストレスになりますが、Surface Studio はハイエンド PC ならではの性能
を備えています。これなら、気持ちよく作業に集中できますね」

　個人の図面確認作業だけでなく、チームでの図面共有にも大幅な効率化をも
たらす、Surface Studio と Bluebeam Revu。慣れ親しんだプロセスを 180
度転換することなく、これまであった課題や問題を解消しながら、新しいワー
クスタイルの創出につなげる、まさに「気持ちよく働く」ためのツールと言える。

紙を見る感覚、紙で作業する感覚
Sur face Studioは、それをそのまま
デジタルに置き換えるツール

　「気持ちよく働く」ための具体的なポイントして、田辺氏はまず最初に「画
面の大きさ」を挙げた。

　「例えば、建築などに使われる図面の用紙サイズは A3 ～ A1 サイズが主流
です。一般的なオフィスで使われているノート PC やデスクトップで図面の確
認作業を行うのは非常に困難でした。紙の場合だと、図面全体を見渡しながら、
図面の詳細もすぐに確認できたのですが、小さな画面の中で図面の端から端
まで移動したり、拡大・縮小したりするのに、とてもストレスを感じていました」

　小さな画面で作業しなければならないストレスか、多少効率が悪くても紙
を主軸とした従来の方法を選ぶか。デジタルの利便性はわかっていながら
も、確実に図面の確認を行うには、昔ながらの紙の方を選ぶしかなかった。
このように、業界のニーズに合ったデバイスを選択できないことが、導入を
遅らせている要因だと田辺氏は指摘する。

　Surface Studio の最大の特徴は、4K を超える高解像度（4500 × 3000）
の 28 型大画面。縦横比は 3:2 で、10 点マルチタッチに対応する。

→
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