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Navisworks で直接数量を
計算できるので、チーム全員
で情報を共有できる透明性
の高いプロセスが実現し、す
ばやく臨機応変に対応でき
るようになりました。予想さ
れるコストを、全面的に確認
済みの正確な見積もりへとす
ばやく変えてクライアントに
提示できることは、プロジェ
クトのどの段階であっても、
双方にとってプラスです。

 ̶Matt Quanbrough 氏
BAM Construction 社
見積もり担当者

成功への道筋を具体化

BAM Construction 社：数量拾いと 
コスト管理に Navisworks を活用

画像提供：ゲッティ イメージズ社

会社概要
BAM Construct UK 社は、英国を代表する建設
および不動産会社です。設計、サービス エンジニ 
アリング、施工、施設管理、不動産開発と多岐に 
わたるサービスを提供しています。同社では長年、 
BIM/CIM プロセスとオートデスクの BIM ソフ
トウェアを使用して、実際の施工に入る前に、建
物の機能や施工と保守の方法、コストを確認し
ています。建設サービスをサポートするために、
（BAM Construct UK 社の一部である）BAM 
Construction 社は 2009 年から、主に複数の専
門分野間のコーディネーション、干渉チェック、
施工計画に Autodesk Navisworks を使用して
います。
 
課題
「プロジェクトの入札では、どの会社でも数量
表の作成に 2 ～ 6 週間かかります」こう語るの
は、BAM Construction 社の見積もり担当者、 
Matt Quanbrough 氏です。「建物の規模によっ
ては、入札プロセスの半分近くが数量表の作成
で終わる場合もあります」作業に時間がかかる
ことを考慮した BAM 社では、普段は外部の積算
業者に数量表の作成を依頼していました。こうす
れば、社員は、クライアントやプロジェクト チーム
とやり取りする時間を増やしてプロジェクトの全
体像をよく理解し、完璧な入札を行うことができ
るからです。しかし残念なことに、プロジェクト
への理解を深めても、社外で作成している数量表
にそれを反映することはできませんでした。

解決策
2012 年、BAM 社は Autodesk® Navisworks® 
を導入して、数量の集計を社内で行い始めまし
た。同社のデジタル施工担当マネージャー、 
Mark Taylor 氏は次のように述べています。「こ
のソフトウェアの積算ツールを使うと、時間をか
けずに数量拾いを行なえるので、社内のスタッフ
に見積もりを担当させられます。それだけではあ
りません。作成した数量表に、入札チームのプロ
ジェクトに関する幅広い知識を反映させて、より
厳密で正確な入札を行えるようにもなりました」

Navisworks を導入したおかげで、BAM  
Construction 社はクライアントと効率よく連携
し、プロジェクトの早期から適切な見積もりに基
づいて無駄のないようにコストを管理していま
す。「Navisworks で数量拾いを行うと、数量は
もとよりコストも管理できるので、クライアント
から信頼を得らえます」と、Quanbrough 氏は述
べています。
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コストの見積もりにかかる時間を短縮し、 
社外の積算業者への依頼を不要に

数量拾い機能の活用例
イギリス、ウェスト ヨークシャーのハダースフィー 
ルドに位置する、Royds Hall コミュニティ スクー 
ルの新校舎建設プロジェクトは、BAM 社が数量
拾いに Navisworks を初めて使用した事例のひ
とつです。この 600 万ポンド規模のプロジェクト
は、2016 年秋の時点で、小学生がさらに 420 人
増えても対応できるスペースを提供しています。
新校舎は既存の施設に隣接しており、プロジェク
トでは屋外の運動場を新設した他、校舎の入り口
に向かう通路も改修しました。

BAM 社は校舎の設計と施工の両方を担当しまし
た。設計部門は設計に BIM プロセスと  
Autodesk Revit を使用し、（他の分野のモデル
を統合した）Revit モデルを Navisworks に 
連携させて、数量拾い、プロジェクトの調整、 
干渉チェック、施工計画に用いました。

モデルベースの設計により、設計部門はクライアン 
トのニーズにきわめて迅速に応えることができま
した。改訂や変更の要請も設計モデルにすぐ組み
込めました。変更内容は Navisworks に反映さ
れるので、施工部門は数量表を簡単に更新できま
す。Taylor 氏は次のように語っています。「数量
の報告に Navisworks を使用していれば、予想
外の事態に慌てることがなくなります。別の言い
方をすれば、提示するコストの信頼性を高めて、
クライアントが抱えるリスクを減らせるというこ
とです」

Quanbrough 氏は、「社外の積算業者を使って数
量を計算していたときは、ひとつの変更がコスト
にどう跳ね返るかがわかるまで数週間待たされる
ことがよくありました」と語っています。「このプ
ロジェクトでは数量拾いに Navisworks を使っ 
たおかげで、変更が発生するのとほぼ同時にコス
トへの影響を知ることができました」 

成果
「Navisworks を利用すると、設計と施工のプロ
セスに沿ってコスト計画をすぐに立てられるので、
社外の積算業者に依頼する必要がありません」
と、Taylor 氏は語っています。「積算業者と、すべ
ての協力会社との間で数量の調整が終わるのを
待つ必要がないため、数量表の完成までにかか
る時間が大幅に短縮されました。これは、クライ
アントも含めたプロジェクトの関係者全員の時間
の節約につながっています」

Quanbrough 氏によると、「Navisworks で直接
数量を計算できるので、チーム全員で情報を共有
できる透明性の高いプロセスが実現し、すばやく
臨機応変に対応できるようになりました。予想さ
れるコストを、全面的に確認済みの正確な見積も
りへとすばやく変えてクライアントに提示できる
ことは、プロジェクトのどの段階であっても、双
方にとってプラスです」

Navisworks の詳細は、次の URL を参照してく
ださい。
www.autodesk.co.jp/products/navisworks

数量の報告に Navisworks 
を使用していれば、予想外の
事態に慌てることがなくなり
ます。別の言い方をすれば、提
示するコストの信頼性を高め
て、クライアントが抱えるリス
クを減らせるということです。

 ̶Mark Taylor 氏
BAM Construction 社
デジタル施工担当マネージャー

画像提供：www.examiner.co.uk
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