
伊勢崎 俊明
Forge Partner Development

現在の Forge と未来
Forge キャッチアップ セミナー 2018



アジェンダ － ご紹介する内容

Forge ＝ クラウドを使った開発プラットフォーム

デスクトップ製品時代のカスタマイズ

繋がる時代の到来

繋がる時代のカスタマイズ：Forge

次世代 Forge



デスクトップ時代のカスタマイズ



オートデスクが成長したカギ

 オートデスク設立時
唯一の製品は AutoCAD のみ
 AutoCAD は33年の歴史：ソフトウェアとして異例の長寿
 AutoCAD の強力なカスタマイズ機能が成長を後押し
多彩なアドインが開発され様々な業種で AutoCAD が浸透
 CAD 製図だけではなく使ってシステム連携にも力を発揮
 ユーザ数の増大にともなって
 CAD の共通形式として DWG を使った図面交換が可能
 CAD オペレータなど多くの人材の確保/業者の選定が可能



デスクトップ製品の API カスタマイズ

製品を拡張する専用 API を用意

 API ＝ Application Programming Interface
アドイン/アドオン/プラグイン を開発
 ‘囲い込み’ による情報提供とサポート

AutoLISP
(オリジナル)

.NET API
(.NET)

ObjectARX
(C++ 標準)

ActiveX - VBA
(COM)

JavaScript API
(Web)

Inventor API
(COM)

Revit API
(.NET)



デスクトップ製品共通機能をコンポーネント化

Windows
ソリッドカーネル

Autodesk Shape Manager



繋がる時代の到来





テクノロジの進化

Windows の時代

Windows 3.1 発売

DOS の時代

インターネット商用解禁

.NET Framework発表（Web サービス 含む）

クライアント･サーバーの時代クライアントの時代

クラウドの時代

MS-DOS 発売

Amazon クラウド 商用提供開始

NTTショルダーホン レンタル開始 iPhone 発売

Citrix Metaframe 発売（仮想化技術の実用化）

オートデスク Web サイト公開

Autodesk 設立(米国)



’繋がる’ 時代の到来

アルバイト探し
百科事典

航空券予約
宿泊予約

出張旅費精算
宅配便

会議
翻訳



IoT



AIやロボット等による代替可能性が高い100種の職業

出典：野村総合研究所:http://www.nri.com/Home/jp/news/2015/151202_1.aspx

IC生産オペレーター 検針員 通関士
一般事務員 建設作業員 通信販売受付事務員
鋳物工 ゴム製品成形工（タイヤ成形を除く） 積卸作業員
医療事務員 こん包工 データ入力係
受付係 サッシ工 電気通信技術者
ＡＶ・通信機器組立・修理工 産業廃棄物収集運搬作業員 電算写植オペレーター
駅務員 紙器製造工 電子計算機保守員（ＩＴ保守員）
ＮＣ研削盤工 自動車組立工 電子部品製造工
ＮＣ旋盤工 自動車塗装工 電車運転士
会計監査係員 出荷・発送係員 道路パトロール隊員
加工紙製造工 じんかい収集作業員 日用品修理ショップ店員
貸付係事務員 人事係事務員 バイク便配達員
学校事務員 新聞配達員 発電員
カメラ組立工 診療情報管理士 非破壊検査員
機械木工 水産ねり製品製造工 ビル施設管理技術者
寄宿舎・寮・マンション管理人 スーパー店員 ビル清掃員
CADオペレーター 生産現場事務員 物品購買事務員
給食調理人 製パン工 プラスチック製品成形工
教育・研修事務員 製粉工 プロセス製版オペレーター
行政事務員（国） 製本作業員 ボイラーオペレーター
行政事務員（県市町村） 清涼飲料ルートセールス員 貿易事務員
銀行窓口係 石油精製オペレーター 包装作業員
金属加工・金属製品検査工 セメント生産オペレーター 保管・管理係員
金属研磨工 繊維製品検査工 保険事務員
金属材料製造検査工 倉庫作業員 ホテル客室係
金属熱処理工 惣菜製造工 マシニングセンター・オペレーター
金属プレス工 測量士 ミシン縫製工
クリーニング取次店員 宝くじ販売人 めっき工
計器組立工 タクシー運転者 めん類製造工
警備員 宅配便配達員 郵便外務員
経理事務員 鍛造工 郵便事務員
検収・検品係員 駐車場管理人 有料道路料金収受員

列車清掃員 レジ係
路線バス運転者 レンタカー営業所員

２年前の AU Japan
2016 でお話しました

http://www.nri.com/Home/jp/news/2015/151202_1.aspx


働き方改革





Google
Developers



“マッシュアップ” によるソリューション開発

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97_(Web%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0)


2D図面の時代



デスクトップ時代の製品運用形態

ライセンス

データ
アプリ

主に
2015年

まで



3D最適化の時代



クラウド サービス移行期の運用形態

データ

ライセンス

データ
アプリ

いま現在



繋がる時代のカスタマイズ：Forge



デスクトップからクラウドへ



検索 アクティビティ表示プロジェクト データアイデンティティ



IaaS – Infrastructure as a Service

PaaS – Platform as a Service

SaaS – Software as a Service



クラウド ビジネス展開にあたっての着目点

すべてがオートデスク製品でデザインされているわけではない



様々なファイル形式への対応



認証/認可

ファイル変換

DWGバッチ処理

データ操作2D/3D 表示 2D 写真→3D 変換

アカウント
&

プロジェクト操作

デザイン

2D/3D データのビューア表示する場合



何か出来るか? – ギャラリー

 高品位マテリアルと環境
 特定オブジェクトの抽出表現
 Viewer 内の独自ユーザ インタフェース
電子カタログ、取扱説明書 …

http://lmv.rocks.autodesk.com/


何か出来るか? – ‘BIM ダッシュボード’

https://autodesk-forge.github.io/viewer-javascript-visual.reports/


何か出来るか? – ‘4D’

https://forge-bim-phasing.azurewebsites.net/


何か出来るか? － IoT モニタ

https://forge-rcdb.autodesk.io/configurator?id=58adee163e6f342cf1e92dae


何か出来るか? － コンフィグレータ

https://forge-rcdb.autodesk.io/configurator?id=5898edb0f3d07692f6cef148


何か出来るか? – 異なるデータ ソースの統合

https://dm.autodesk.io/


何か出来るか? – VR エクスペリエンス

 WebVR をサポート
 Autodesk.Viewing.WebVR Extension ロードで有効化
 互換デバイスを検出すると VR アイコンを表示





認証/認可

ファイル変換

DWGバッチ処理

データ操作2D/3D 表示 2D 写真→3D 変換

アカウント
&

プロジェクト操作

デザイン

BIM 360 インテグレーションする場合



何か出来るか? – BIM 360 との統合

https://bim360reports.autodesk.io/


Viewer ソリューションは一方通行

 Three.js で Forge Viewer 上にメッシュ表示は可能
 Forge Viewer からのオリジナルデータへの反映は不可

Data Management APIAuthentication API Model Derivative API Viewer



Design Automation API の連携

Design Automation API の連携は可能
 AutoCADコアに加え、Revitコア、Inventorコア対応予定

Data Management APIAuthentication API Model Derivative API Viewer

Design Automation API

処理に時間が必要
リアルタイム性は望めない



次世代 Forge



繋げる時代



純粋クラウド サービス時代の運用形態

デー
タライセ
ンス

アプリ

将来的に



Web 版 AutoCAD



Web 版 Fusion 360



© Autodesk, Inc. 2018

Data at the Center



Low Frequency Data ～ ファイル ベース

Version 1Version 2Version 3



High Frequency Data ～ クラウド ベース



ファイル アップロード

ファイル ダウンロード

ファイル アップロード

ファイル ダウンロード ファイル ダウンロード

ファイル アップロード

ファイル ダウンロード

Low
Frequency

変更操作 変更操作 変更操作 変更操作 変更操作 変更操作High
Frequency

変更操作 変更操作

ファイル ダウンロード



HFDM：ブランチとマージ処理
中央データを活用
複数の関係者が様々なデザイン評価が同時に可能
評価毎に統合も可能
バージョン管理を自動化

ブランチ マージ



新しい Forge

デスクトップ製品（CAD）はファイル ベース
HFDM と ファイル は併行した運用が必要だよね！？
Unified Data Platform（UDP）という概念を形成

 クラウド サービスの機能を Web API 化 → Forge
 ↓ 

 Forge（UDP） → クラウド サービスに反映

Forge Data Platform



IaaS – Infrastructure as a Service

PaaS – Platform as a Service

SaaS – Software as a Service



Forge Integrated Development Experience

Forge Data Platform (HFDM&+LFDM)

Forge Cloud Services

Forge App Framework SDK

3D ViewerData Management Solid Modeling Smart Insights Declarative UI UI Rendering OrchestrationStream Decoding

App Framework SDK



‘クラウド’ コンポーネント？

Forge Integrated Development Experience

Forge Data Platform (HFDM&+LFDM)

Forge Cloud Services

Forge App Framework SDK

3D ViewerData Management Solid Modeling Smart Insights Declarative UI UI Rendering OrchestrationStream Decoding



次世代 Forge で何が可能になるのか？

デモ
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