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The presentations today may contain forward-looking statements about our strategies, products, future results, performance or achievements, financial, operational and otherwise, 

including statements about our strategic priorities, business model transition, and guidance for the fiscal year 2023 and beyond; our long term financial and operational goals; our M&A 

strategy; and our capital allocation initiatives. These statements reflect management’s current expectations, estimates and assumptions based on the information currently available to 

us. These forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve significant risks, uncertainties and other factors that may cause our actual results, 

performance or achievements to be materially different from results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements contained in these 

presentations, such as a failure to successfully integrate acquired businesses; developments in the COVID-19 pandemic and the resulting impact on our business and operations; general 

market, political, economic, and business conditions; complete transitions to new business model and markets; failure of the construction industry to grow as anticipated; failure to 

develop new products; failure to successfully expand adoption of our products; and failure of product changes to have the desired benefits.

A discussion of factors that may affect future results is contained in our most recent Form 10-K and Form 10-Q filings available at www.sec.gov, including descriptions of the risk factors 

that may impact us and the forward-looking statements made in these presentations. The forward-looking statements made in these presentations are being made as of the time and 

date of their live presentation. If these presentations are reviewed after the time and date of their live presentation, even if subsequently made available by us, on our website or 

otherwise, these presentations may not contain current or accurate information. We disclaim any obligation to update or revise any forward-looking statement based on new 

information, future events or otherwise. 

Statements regarding planned or future development efforts for our products and services are not intended to be a promise or guarantee of future availability of products, services, or 

features but merely reflect our current plans and based on factors currently known to us. Purchasing decisions should not be made based upon reliance on these statements.

PLEASE NOTE:  Data Days content  is proprietary. Do Not Copy, Post or Distribute.



アジェンダ

 Model Property API

 Data Connector API

 今後の予定



Model Properties API



ライフサイクル

設計データファイル

設計のオーサリング

Web UI, Desktop 
Connector, API を
通じたアップロード SVF/SVF2 への変換

派生ファイルの
マニフェストと
リソース
property db

表示

設計の変更
新しいバージョン

設計データ

Read-only
変更不可
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SVF2 モデルプロパ
ティの分類（BIM）

• カテゴリ
• 名前
• 型 (e.g., string, 

double) 
• (オプショナル) 

測定単位

propertyDb



Model Properties API

 2022年2月リリース

 Autodesk/BIM 360 Docs 製品で動作。 US と EMEA

 Model Derivative サービスで生成される PropertyDb に
対して(svf2 変換後に)実行

o Index – svf2 のプロパティ（+ バウンディングボックス）
をクエリ, フィルタリング

o Diff – Index + 2つのバージョンの比較

 製品の機能でも利用されています。

o Design Collaboration での変更内容の分析

 今後のリリース予定

o アセット – モデルとの統合

o Model Coordination – 干渉チェック後のモデル分類



Model Properties API

サポートされているファイル形式

 Index – Model Derivative サービス/SVF2変換で
サポートされているファイル

 Diff - 一意に識別可能な要素 ID が付与されていること

o RVT
o DWG
o NWC:下記の製品から出力されたもの

• Revit と AutoCAD ベースのバーチカル製品

o IFC: 下記の製品から出力されたもの

• AutoCAD Architecture, MEP, Civil 3D 2018+
• ARCHCAD
• Revit
• MagiCAD for Revit
• Tekla Structures



サンプルアプリケーション
Model Properties API



要素のフィルタリングとモデルの部分ロード

概要: 要素をプロパティでフィルタリングしま
す。プロパティは、長さや高さなどの幾何学的
な情報も含みます。フィルタ条件は二項演算の
形式で表現され、AND / ORで組み合わせるこ
とができます。結果はForge Viewerで可視化
されます。

ソースコード: GitHub サンプル

開発者: Xiaodong Liang, Autodesk

インデックス





2つのバージョンの比較

概要: モデルの2つのバージョンを比較し、違
いをForge Viewer 上で可視化します。
ジオメトリとプロパティの違いを抽出します。
要素は、追加、削除、変更に分類されます。

ソースコード: GitHub サンプル

開発者: Xiaodong Liang, Autodesk

差分比較





Takeoff / Costでの変更の解析
積算における差分解析アプリケーション

概要: 積算の項目の変更を特定し、モデルの現
在と以前のバージョンを比較し、Forge 
Viewerで違いを可視化します。Cost モジュー
ルで予算のデータを更新します。

ソースコード: GitHub sample 

開発者: Zhong Wu, Autodesk







仕組みの解説
Model Properties API



基本的なワークフロー

設計データ

{ } { }

{ }

{ }

DM/Docs

UI, Desktop Connector 
または API を通じてファイ
ルを Docs にアップロード

Model 
Derivative

ファイルは svf/svf2 に
変換されます。

Docs では変換は自動
的にトリガされます。

PropertyDb

Results: JSON files 
matching the query 
filter. 

Index

Basic index generates 
three downloadable 
JSON resources:
 Manifest
 Fields
 Properties 

Query

Manifest Fields

Properties

results

rvt

v1

Model Derivative  Model Properties  

Model Properties API の仕組み

プロパティのデータベース、
マニフェスト、リソース



基本的なワークフロー

Model Properties API の仕組み

設計データ

DM/Docs Model 
Derivative PropertyDb

rvt

v1

Model Derivative  

{ } { }

{ }

Index

インデックスを作成する
と3つのダウンロード可
能な JSON データが生
成されます：
 Manifest
 Fields
 Properties 

Manifest Fields

Properties

Model Properties  

{ }

結果: クエリフィルタに
マッチする JSON デー
タが生成されます。

Query

results

UI, Desktop Connector 
または API を通じてファイ
ルを Docs にアップロード

ファイルは svf/svf2 に
変換されます。

Docs では変換は自動
的にトリガされます。

プロパティのデータベース、
マニフェスト、リソース



生成されるリソース

リソース 型 説明

manifest JSON シードファイルの詳細と、インデックス行
の生成に使用される svf2 propertyDb
の情報を含む、インデックスまたはクエリ
のためのマニフェスト

fields NDJSON インデックスやクエリのために抽出され
た一意のフィールド（プロパティタイプ）の
セット

properties NDJSON インデックス化したオブジェクトプロパ
ティの実際のデータ

results NDJSON クエリを実行した結果のオブジェクトプロ
パティ。

Model Properties API の仕組み

{ } { }

{ }

Index

インデックスを作成する
と3つのダウンロード可
能な JSON データが生
成されます：
 Manifest
 Fields
 Properties 

manifest fields

properties

Model Properties  

{ }

結果: クエリフィルタに
マッチする JSON デー
タが生成されます。

Query

results

NDJSON = new-line delimited JSON（改行区切りの JSON）



Index エンドポイント

エンドポイント

Index

POST indexes:batch-status

GET indexes/:indexId

GET indexes/:indexId/manifest

GET indexes/:indexId/fields

GET indexes/:indexId/properties

Query

POST indexes/:indexId/queries

GET indexes/:indexId/queries/:queryId

GET indexes/:indexId/queries/:queryId/properties

Model Properties API の仕組み

 8 つのエンドポイント



Index 作成のエンドポイント

エンドポイント

Index

POST indexes:batch-status

GET indexes/:indexId

GET indexes/:indexId/manifest

GET indexes/:indexId/fields

GET indexes/:indexId/properties

Query

POST indexes/:indexId/queries

GET indexes/:indexId/queries/:queryId

GET indexes/:indexId/queries/:queryId/properties

Model Properties API の仕組み

 基本的な Index の作成 – “遅延実行”
o 初回 – インデックス作成ジョブを開始して結

果をキャッシュします。

o 2回目以降 – キャッシュを利用。

o キャッシュは最後に使用した日から30日間
保持されます。

 進捗状況のポーリング

o state: PROCESSING, FINISHED, 
FAILED

 レスポンスの JSON は同一です。

 stats: オブジェクトの数

 ダウンロード可能な3つのjson.gzリソースの
作成

o Manifest, fields, properties 



レスポンス

リクエスト

例： インデックスの作成 – POST indexes:batch-status



レスポンス

リクエスト

例：進捗状況のポーリング - GET indexes/:indexId



Index ダウンロードのエンドポイント

エンドポイント

Index

POST indexes:batch-status

GET indexes/:indexId

GET indexes/:indexId/manifest

GET indexes/:indexId/fields

GET indexes/:indexId/properties

Query

POST indexes/:indexId/queries

GET indexes/:indexId/queries/:queryId

GET indexes/:indexId/queries/:queryId/properties

Model Properties API の仕組み

 (オプショナル) ダウンロード

o manifest

o fields

o Properties



Manifest (.json)

Index のバイトサイズ
と行数

Lineage と
Version

Viewables

SVF2 Prop DB 
リソース URNs



Index Fields (json.gz)

UOM
(Unit of Measurement) 

フィールドキー → 
SQL カラム名

カテゴリ 型 名前



Basic Properties (json.gz)

Object ID, Index manifest JSONのキー
(diff Index の場合は Type と ChangeType )

インデックス フィールド プロパティの値

プロパティのハッシュ値 + ハッシュを計算すると
きに無視するプロパティ

SVF2 ジオメトリハッシュ

Viewable オブジェクトのバウンディングボックス
min/max

オブジェクトを含む Viewables
(Viewables の manifest キー)



クエリのエンドポイント

エンドポイント

Index

POST indexes:batch-status

GET indexes/:indexId

GET indexes/:indexId/manifest

GET indexes/:indexId/fields

GET indexes/:indexId/properties

Query

POST indexes/:indexId/queries

GET indexes/:indexId/queries/:queryId

GET indexes/:indexId/queries/:queryId/properties

Model Properties API の仕組み

 クエリのビルドと実行

o インデックスクエリは、カスタム
JSONスキーマで記述。
（AWS S3 Select文のフィルタ式
に変換されます）

o カラムを制限することができます。

（別のヘッダーを持つ）エイリアス
の使用も可能。

 進捗状況のポーリング

o state: PROCESSING, 
FINISHED, FAILED



クエリのサンプル:  
Revit の分類をカスタムの
カラムで取得

0 以上のビュー配列

Revit の分類を示す Row
対応する S3 SQL

エイリアスを定義したカラム

Index Fields

クエリ



クエリの結果をダウンロードするエンドポイント

エンドポイント

Index

POST indexes:batch-status

GET indexes/:indexId

GET indexes/:indexId/manifest

GET indexes/:indexId/fields

GET indexes/:indexId/properties

Query

POST indexes/:indexId/queries

GET indexes/:indexId/queries/:queryId

GET indexes/:indexId/queries/:queryId/properties

Model Properties API の仕組み

 クエリの結果をダウンロード

o クエリのリクエスト時の
queryResultsUrl、またはクエリID 
を使用して、送信されたクエリ式に
一致するインデックス行をダウン
ロードします。

o 結果: 改行区切りの NDJSON

o プロパティインデックス行のサブ
セット

o フォーマットは、先に見たプロパ
ティと全く同じです。



Diff エンドポイント

エンドポイント

Diff

POST diffs:batch-status

GET diffs/:diffId

GET diffs/:diffId/manifest

GET diffs/:diffId/fields

GET diffs/:diffId/properties

Query

POST diffs/:diffId/queries

GET diffs/:diffId/queries/:queryId

GET diffs/:diffId/queries/:queryId/properties

Model Properties API の仕組み

 Diff – Index 作成と同じ手順

 比較する2つのバージョンの
URN を指定：

 stats: add, removed, modified

{
"diffs": [

{
"prevVersionUrn": "urn:adsk.w
"curVersionUrn": "urn:adsk.wi

}
]

}



現在のインデックス行に保持されている
前 (prev) のオブジェクト。

Lineage のマニフェストキーと Viewable ID。

現在の値と異なる値を持つプロパティキー
の配列

以前のバウンディングボックス、ハッシュ、
マニフェストの Viewable キー

Diff のインデックスかどうか判別する Type



Basic インデックス行 vs. Diff インデックス行
説明 現在のバージョン 前のバージョン

IDs s.svf2Id
s.externalId

Change type, previous vs. 
current

s.type
s.changeType

lineage version info, SVF2 
database URNs

s.lmvId
s.lineageId
s.databaseId

s.prev.lmvId
s.prev.lineageId
s.prev.databaseId

Property values s.props.*
s.propsHash
s.propsIgnored.*

s.prev.props.*
s.prev.propsHash
s.prev.propsIgnored.*

Geometry hash and 
bounding box values IF 
viewable

s.geomHash
s.bboxMin.x
s.bboxMin.y
s.bboxMin.z
s.bboxMax.x
s.bboxMax.y
s.bboxMax.z

s.prev.geomHash
s.prev.bboxMin.x
s.prev.bboxMin.y
s.prev.bboxMin.z
s.prev.bboxMax.x
s.prev.bboxMax.y
s.prev.bboxMax.z

Viewable keys IF viewable s.views
s.views[i]

s.prev.views
s.prev.views[i]

インデックス行に含
まれるフィールドの
一覧



JSON 抽象構文木 → S3 Select(AWS) 

$not
$and
$or
$gt
$lt
$eq
$le
$ge

$like
$between
$in
$contains
$isnull
$notnull
$add
$sub
$mul
$div

$cat
$coalesce
$mod
$cast
$nullif
$date_add
$date_diff
$extract
$substring
$to_string
$to_timestamp

$char_length
$lower
$upper
$count
$sum
$avg
$min
$max
$trim
$utcnow
$case



開発者リソース
Model Properties API



開発者リソース

ドキュメンテーション

 フィールドガイド

 Introduction to Model Properties

 Step-by-Step チュートリアル

 Index Querying
 Tracking Changes
 Query Language Reference

 レファレンスガイド

 Index
 Diff

https://forge.autodesk.com/en/docs/acc/v1/overview/field-guide/model-properties/
https://forge.autodesk.com/en/docs/acc/v1/tutorials/model-properties/query/
https://forge.autodesk.com/en/docs/acc/v1/tutorials/model-properties/diff/
https://forge.autodesk.com/en/docs/acc/v1/tutorials/model-properties/query-ref/
https://forge.autodesk.com/en/docs/acc/v1/reference/http/index-v2-index-fields-get/
https://forge.autodesk.com/en/docs/acc/v1/reference/http/index-v2-diff-fields-get/


開発者リソース

 GitHub コードサンプル

 Postman Collection (3つの Step-by-Stepチュートリアルに対応)
 Model Properties API Walkthrough in PowerShell Core (クエリ言語の理解)
 Element Filtering and Partial Model Load (Viewer 統合)
 Compare Two Versions (Viewer 統合)

 ブログ記事

 “BIM 360/ACC Model Properties API” 
https://forge.autodesk.com/blog/bim-360acc-model-properties-api

 キーワード “Model Properties” でページ内検索
https://forge.autodesk.com/blog/model-properties-api-vs-model-derivative-api

https://github.com/Autodesk-Forge/forge-model.properties-postman.collection
https://github.com/Autodesk-Forge/forge-model-properties.powershell
https://github.com/Autodesk-Forge/forge-model.properties-elements.filtering
https://github.com/Autodesk-Forge/forge-model.properties-versions.difference
https://forge.autodesk.com/blog/bim-360acc-model-properties-api
https://forge.autodesk.com/blog/model-properties-api-vs-model-derivative-api


Data Connector API



Data Connector API

 Insight モジュール, アカウントレベル

 データのダンプが可能。

 パブリック (2021年1月~)
 API 自体は B360/ACC 互換

 データは製品によって異なります。

 Tip: Executive Overview permission
 プロジェクトレベル(Project Admin) 



基本的なワークフロー

リクエストの
登録

データ抽出をリクエストします。
スケジュール： ワンタイム、毎日、

毎週、毎月、毎年。サービスを
選びます（admin、issues など）

ジョブの実行

スケジュールされた時刻に
ジョブが実行されます。
ステータスの確認とジョブID
の取得ができます。データは
30日間保存されます。

抽出データの
ダウンロード

抽出したデータ（CSV）
をダウンロードします。
全部でも一部でも可。

任意のアプリケーション
でデータを利用します。

解析

Data Connector API  Customization 

csv



エンドポイント

Requests

POST      requests

GET requests

GET requests/:requestId

PATCH requests/:requestId

DELETE  requests/:requestId

Jobs

GET requests/:requestId/jobs

GET jobs/

GET jobs/:jobId

DELETE  jobs/:jobId

Data
GET         jobs/:jobId/data-listing

GET         jobs/:jobId/data/:name

Data Connector API の仕組み

 11 のエンドポイント



エンドポイント

Requests

POST      requests

GET requests

GET requests/:requestId

PATCH requests/:requestId

DELETE  requests/:requestId

Jobs

GET requests/:requestId/jobs

GET jobs/

GET jobs/:jobId

DELETE  jobs/:jobId

Data
GET         jobs/:jobId/data-listing

GET         jobs/:jobId/data/:name

Data Connector API の仕組み

 データ抽出リクエストの作成

o 認証されたユーザーのみ

o 抽出のスケジュール

• ワンタイム

• インターバル - 毎日、毎週、毎月、毎年

o サービスグループ

• admin, assets, checklists, cost, daily logs, 
issues, locations, meeting minutes, 
relationships, rfis, submittals, … 

• さらにサービスが追加されています。

o (オプショナル) Callback URL - ジョブが
実行された際に呼び出されます。



エンドポイント

Requests

POST      requests

GET requests

GET requests/:requestId

PATCH requests/:requestId

DELETE  requests/:requestId

Jobs

GET requests/:requestId/jobs

GET jobs/

GET jobs/:jobId

DELETE  jobs/:jobId

Data
GET         jobs/:jobId/data-listing

GET         jobs/:jobId/data/:name

Data Connector API の仕組み

 データ抽出リクエストの情報を
Get/Update/Delete



エンドポイント

Requests

POST      requests

GET requests

GET requests/:requestId

PATCH requests/:requestId

DELETE  requests/:requestId

Jobs

GET requests/:requestId/jobs

GET jobs/

GET jobs/:jobId

DELETE  jobs/:jobId

Data
GET         jobs/:jobId/data-listing

GET         jobs/:jobId/data/:name

Data Connector API の仕組み

 実行された抽出ジョブの情報の取得

o status: queued, running, complete

o completionStatus: success, failed, 
cancelled

 Delete

7/20 追加！



エンドポイント

Requests

POST      requests

GET requests

GET requests/:requestId

PATCH requests/:requestId

DELETE  requests/:requestId

Jobs

GET requests/:requestId/jobs

GET jobs/

GET jobs/:jobId

DELETE  jobs/:jobId

Data
GET         jobs/:jobId/data-listing

GET         jobs/:jobId/data/:name

Data Connector API の仕組み

 抽出したファイル名のリストを取得

o README.html

o autodesk_data_extract.zip 
• (全ファイルを .zip 圧縮、UI と同じ) 

o meta.csv – ジョブの日時とリージョン

o .csv files 
• 各データに対して1つ以上のファイル

• e.g., admin_companies.csv

o Schema フォルダ内にスキーマファイル

 ダウンロード: GET signed URL



開発者リソース
Data Connector 

 ドキュメンテーション:
 Field Guide
 Step-by-Step Tutorials
 Reference Guide

 GitHub コードサンプル:
 Postman collection
 Export/create requests, get jobs, 

data and make dashboard

 Blog: 
https://forge.autodesk.com/blog/bim-
360-data-connector-api-available-
public-beta

https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/overview/field-guide/data-connector/
https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/tutorials/data-connector/
https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/reference/http/data-connector-requests-POST/
https://github.com/Autodesk-Forge/forge-bim360-data.connector.api-postman.collection
https://github.com/Autodesk-Forge/forge-bim360-data.connector.dashboard
https://forge.autodesk.com/blog/bim-360-data-connector-api-available-public-beta


ダッシュボードサンプル
Data Connector 

 概要: スケジューリング（左上）、
ジョブのリストアップ（右上）、
指定したジョブの利用可能なデー
タのリストアップ（左下）、棒グ
ラフでの指摘事項のカウント数の
表示（右下）。

 ソースコード: GitHub サンプル
Export/create requests, get jobs, 
data and make dashboard

 開発者: Xiaodong Liang, 
Autodesk

https://github.com/Autodesk-Forge/forge-bim360-data.connector.dashboard


今後の予定



今後の予定

Coming Soon

 Locations write 

 Build: シート

 Cost Webhooks

 Forms 取得の改善点
(割り当てられた担当者の
会社/役割をサポート) 

デザインレビュー

 Docs: ファイル – pdf 書き出し
(w/ マークアップ) 

 Data Connector – プロジェクト
レベルのアクセス

 AutoSpec (Pype) 

高い優先度

 Admin - プロジェクトの作成、
ユーザー・会社・役割の追加

 テンプレート

 全てのサービスを有効化

 Issues – ベータ版からパブリッ
クリリース



Thank you!
@autodeskforge



Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. 
Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.
© 2022 Autodesk. All rights reserved.
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