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アジェンダ - ご紹介する内容

 9:30 AM - 11:00 AM
Autodesk Forge プラットフォームの概要

 11:15 AM - 12:45 PM
Forge Data の概要

 1:45 PM - 3:30 PM
Forge Data 開発の実際 - Part 1

 3:45 PM - 5:15 PM
Forge Data 開発の実際 - Part 2



Autodesk
Forge Data Days
Velocity – 速度
ツールからのデジタルトランスフォーメーション
ファイルからデータへ

Senior Director, Developer Advocacy & 
Support
jim.quanci@autodesk.com
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当社は、既存または新規の製品・サービスに関する計画や将来の開発努力、ならびに当社の戦略的優先事項に関する記述を行うことがあります。これらの
記述は、業績や製品・サービス・機能の将来の有用性を約束するものではなく、単に当社の現在の計画を反映したものであり、当社が現在把握している要
素に基づくものです。 これらの計画や将来の開発努力は、予告なしに変更されることがあります。 これらの記述に全面的に依拠して、購入や投資の判断
を下すことはお控えください。

将来の結果に影響を与える可能性のある要因の議論は、当社に影響を与える可能性のあるリスク要因や、これらのプレゼンテーションで行われた将来予想
に関する記述など、当社の最新のフォーム 10-K およびフォーム 10-Q 提出書類（www.sec.gov）に記載されています。 オートデスクは、これらの将来
予想に関する記述の作成日以降に発生する事象や存在する状況、変化を反映するために、これらの将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではあ
りません。本プレゼンテーションが作成された日以降に見直された場合、これらの記述はもはや最新または正確な情報を含んでいない可能性があります。

本プレゼンテーションには、第三者から提供された情報、意見、データも含まれており、オートデスクは、これらの情報、意見、データの正確性または完
全性について責任を負わず、これらの情報、意見、データへの依存に基づくいかなる決定についても責任を負いません。

オートデスクのパートナーは市場で互いに競合することが多く、この会議のすべての参加者が独占禁止法および不正競争に関する他の法律のすべての要件
を遵守することが極めて重要です。 オートデスクが長年にわたって独占禁止法分野のすべての法的要件の完全遵守を主張してきたのは、単に法律の範囲
内にとどまりたいという願望だけでなく、自由で活発な競争経済を維持することが、当社とパートナー、彼らがサービスを提供する市場、および彼らが事
業を行う国の事業の福祉に不可欠であるという確信に基づいているからです。オートデスクは、過去、現在、または将来の価格、価格設定方針、入札、割
引、プロモーション、販売条件、顧客の選択、地域市場、割当、在庫、市場、製品またはサービスの割り当て、ボイコットおよび取引拒否、またはいかな
る専有情報または機密情報に関するパートナー間の議論またはコミュニケーションを後援、奨励または容認する方針に反しています。この種のコミュニ
ケーションは、書面、口頭、公式、非公式、または「オフレコ」にかかわらず、行ってはなりません。 この会議でのすべての議論は、プレゼンテーショ
ンのトピックに厳密に限定されるべきです。

Safe Harbor Statement - 免責事項（参考和訳）



これからこれまで

 ツール / 製品

 ベンダー

 デザイン&エンジニアリング

 経費

 低成長

 エンタープライズソリューション

 信頼のおけるアドバイザー

 IT / CIO / CTO

 トップとボトムライン

 高成長
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デスクトップクラウド サービス

ShotGrid

2nd / 3rd 
Party サービス

Forge

AEC Collection
PD&M Collection

M&E Collection

2nd / 3rd 
Party サービス

2nd / 3rd 
Party サービス

オートデスク プラットフォーム



API 群

マーケットプレイス アクセス & サポート

オートデスク プラットフォーム



ユーザー&パートナーが構築したもの

データ可視化&解析

コンフィギュレータ

拡張 & 仮想現実 SaaS 統合

デザイン
オートメーション

カタログ

デジタル ツイン

プレファブリケーション

企業の洞察と
意思決定を加速

運用スピードと
効率化

迅速な洞察と
意思決定

企業の洞察力、
意思決定、効率化

顧客満足度と
収益の向上

顧客とのエンゲー
ジメントを強化し
て販売を加速

時間、コスト、
ミスの削減

時間、コスト、
ミスの削減



Autodesk Forge 
サービスのアップデート



追加のデータセンター

 昨年の大規模な取り組みにより、新しいデータセンターの追加が容易で低コストに

 収益に応じた判断

 まもなく、Fedramp を採用

 今後、数年をかけ他の地域を追加

将来プラン



最近のアップデート

 Data Visualization Extension
o IoT 開発キット
o ヒートマップ

(サーフェス シェーディング)
o スプライト表示
o Azure IoT 参照アプリ

 glTF と DWFのネイティブ表示（PDFと同様）
 SVF2 – 運用開始

o 表示パフォーマンスを提供（特に大規模 AEC モデル）
 Model Derivative API は既定で SVF2 を使用
o SVF 用のオプション ヘッダー



まもなく導入

 点群データ表示（ACC で採用済）
 THREE.js バージョンの更新
 PowerBI Extension
 USD/USDz サポート

Viewer

作業中…
 SVF2 非接続環境/オフライン運用

 モバイル対応の強化（サーバー側でのフィルタリング）





Screenshot
placeholder



手法: 3D-タイル

●10億ポイントを取得

●HLODリージョンに分割

●各タイル＝〜10万点

より粗いレベルのデータの子ノードを
下から上へ再帰的にサブサンプリングす
ることで生成



痛点への対応（特に Revit モデル）

 改良された “translation worker”
o インスタンス化最適化により、大規模モデルの
パフォーマンスを大幅に改善、信頼性を向上

 階層構造とプロパティの取得
 デザインモデル内の全オブジェクトの
階層構造の取得

 デザインモデル内の全オブジェクトまたは
1 つのオブジェクトのプロパティ取得

 glTFの出力を追求

Model Derivative



1.2 時間

8 時間 週末に急増するキャパシ
ティプランニング Revit extractor の継続した改良

• 変換時間を 2.5 倍改善
• 変換時のメモリフットプリントを削減
• 大規模のMEPモデルの変換が可能に

オートデスクの3チームが本問題を解決するために結集
Revit モデルの変換パフォーマンスの改善

RVT-LMV-Largeチャンネルピーク時の
キュータイムが11時間から10分に短縮!!

2 時間
0.5 時間



プロパティ抽出とクエリ機能の強化
Model Derivative

リリース済の改良 新しい POST Metadata API

 大規模モデルのメタデータ
抽出を高速化
 クエリの応答時間の短縮

 ページネーション
 階層クエリ
 objectID による

 プロパティ クエリ
 objectID/複数 objectID による
 external ID/複数 externalIDによる
 nameによる
 name prefix wildcard による
 subset fields による
 property category filter による
 property filter による



Design Automation

 キュー拡張 / 複数キュー
o 処理ワーカーの強化
o パフォーマンス強化を目的とした強力なキュー管理システムの取り組み

 実行中の REST/HTTP リクエストの有効化

すべてのエンジン



Revit Design Automation
方向性?

PDF 生成
• Revit API からの PDF 印刷/パブリッシュの有効化

クラウド ワークシェアリング
•クラウド モデルとクラウド ワークシェアリングされたモデルの読み込み/書き込み

スケーリング
•インスタンス サイズ
•キュー拡張 / 複数キュー

Private Beta



ACC Connect

 Autodesk Construction Cloud を
重要なソフトウェアシステムと統合
o クラウド ストレージ
o PM/ERP
o CRM
o eSignature
o 相互に
o その他

 システム間のカスタムワークフローの作成
o プロセス毎のルート ファイルやデータ
o システム間のトリガーの活用
o さまざまなアプリケーションを常に最新の状態に保つ

IPaaS: API 編成のパワー



 Derivative Services（SVF2）をベースに
BIM モデルの解析に必要なプロパティデータを拡張
o Index – クエリ、モデル プロパティをフィルタ
o Diff – 2 バージョン間の比較

 使用例
o デザインコラボレーションにおける変更点分析
o クラッシュ解析 検索/クエリのきめ細かな制御が可能

(SQL AST/二項式)
o 多様な Docs リポジトリにあるモデルで動作
（Autodesk Docs、BIM 360 Docs、ACC Docs）

o 長寿命化（30 days）

 今後
o メタデータのフィルタリング機能
（「フィルタリング済みSVF2」）

Model Properties API







ACC APIs
最近のリリース、今後の予定

FY2022 提供 FY2023 H1 提供 FY2023 H2 目標

• Assets
• Docs Naming 

convention 
(read) 

• Forms (read)
• Locations (read)
• Photos (read)
• Cost (GA)
• Relationships 

(write) 
• Takeoff (GA, 

read)  

• Model Properties 
(GA)

Compare
Filter

• Takeoff (classification 
write) 

• Issues (Public 
Preview)

• Data Connector 
project level support 

• Cost Webhooks * 
• Locations (write) *
• Build Sheets * 
• Issues (GA)
• Admin: Projects, Users 
• Forms (write)
• Photos (write)
• Locations (write)
• Document Approval Workflows
• Export pdf with markups †
• Submittals
• Progress Tracking
• RFI Attachments
• AutoSpec (Pype) 
• Secure Service Accounts

GA = General Availability * Early in Q3 †private beta



Secure Services Accounts
（セキュア サービス アカウント）

 「スコープ付き」サーバー間統合においていかに重要かを理解

 「時々強力すぎる」 2-Legged の必要性を低減/排除

 積極的な取り組み（数か月以内）



Autodesk App Store
昨年リフレッシュ済ですが
再配置を「作業中」です

apps.autodesk.com





Forge Data

Cloud Information Models
クラウド インフォメーション モデル

パフォーマンス コラボレーション コントロール コスト



価値
パフォーマンス
コラボレーション
コントロール
コスト

GDPR

監査記録

リビジョン追跡

データ イベント



今日、製造業向けにはこれを提供

製造業

Fusion Data

Fusion 360 – Manage エクステンションでパブリッシュを提供、
読み込み、イベント、まもなく、書き込みも可能に



クラウド インフォメーション モデル

製造業
(Forge Data)

建設業

メディア & 
エンターテイメント



クラウド インフォメーション モデル
あなたの
機能拡張

あなたの
機能拡張

あなたの
機能拡張

建設業

メディア & 
エンターテイメント

製造業
(Forge Data)



クラウド インフォメーション モデル
あなたの
機能拡張

あなたの
機能拡張

あなたの
機能拡張

あなた

あなたの
コンピュータ

と
パートナーの
機能拡張

建設業

メディア & 
エンターテイメント

製造業
(Forge Data)



クラウド インフォメーション モデル
あなたの
機能拡張

あなたの
機能拡張

あなたの
機能拡張

あなた

あなたの
コンピュータ

と
パートナーの
機能拡張

建設業

メディア & 
エンターテイメント

製造業
(Forge Data)

迅速かつ容易なデータアクセスに
よって実現されるワークフロー

お客様にとって最も苦痛な
ワークフローは何ですか？



501,8281
2

Manufacturing

Fusion DataFusion Data Users











価値

パフォーマンス

コラボレーション

コントロール

コスト



Forge Data

クラウド インフォメーション モデル
Data eXchange

パフォーマンス コラボレーション コントロール コスト



Forge Data

Data eXchange

パフォーマンス コラボレーション コントロール コスト



Data eXchange
Revit と <Power Automate> + <Inventor> の間での “必要な” データの共有



粒状データの安全なサブセットの共有
 最初は Revit の “Views” がベース

 Revit Cloud Worksharing に限定 “パブリッシュ"
 読み込みのみ – 後日、書き込み

 後日「Revit」コネクタでは共有するオブジェクトを定義可能に
 さらに Revit を超えた実装を予定
 “現在” Public Beta

建設業
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Data Exchange コネクタのロードマップ

現在 次に 後日

送
信

受
信





サービス 利用可能 データ
アクセス速度

サービス利
用
コスト

独自
データベース

必要な
スキル

データ 読み込み/ 書き込み イベント データ変
更履歴

Forge Viewer
統合

デスクトップ
プラグイン

現在 秒から分 無 Yes デスクトップ, 
.NET, データ
ベースとweb

指定した正
確なデータ

読み込み
と
書き込み

No No No

Model 
Derivative

現在 秒から分 モデル別
0.2cc~
1.5cc 

運用による データベース
とweb

いくつかの
データのみ

読み込み
のみ

いくつか No Yes

Design 
Automation

現在 秒から分 1コン
ピュータ時
間毎2cc 

運用による デスクトップ, 
.NETデータ
ベースとweb

指定した正
確なデータ

読み込み
と
書き込み

いくつか No 要作業

BIM 360/ACC 
モデル プロパ
ティ

現在 中速から高速 なし（BIM 
360/ACCラ
イセンスが
必要）

No Web 指定した正
確なデータ

読み込み No No Yes –
“バージョン比較
” を含む

データ交換 Q1 2022 秒 少額か無 オプション Web 必要とする
データを少
量

当初
読み込み、後日
書き込み

Yes Yes Yes

クラウド
インフォメー
ション
モデル

現在 Fusion ま
もなくRevitそ
の他

秒 少額か無 オプション Web 指定した正
確なデータ

当初
読み込み、後日
書き込み

Yes Yes Yes

Forge Data サービス比較
パフォーマンス コスト コラボレーション & コントロール



最先端を行く皆様へ...

 Forge Data を使ったプロトタイプ構築
o Forge Data（旧名 PIM）

o eXchange Data (現時点では Revit)

o Forge Data

o Connectors

 BIM 360 統合アプリをお持ちの場合、
今後数ヶ月で Autodesk Construction Cloud
統合アプリ化を推奨

CONFIDENTIAL—DO NOT DISTRIBUTE



jim.quanci@autodesk.com



まだクラウドプラットフォーム
傍観者のままですか？

 小規模からスタートして

 規模の拡大を模索

 Ask for help

CONFIDENTIAL—DO NOT DISTRIBUTE



API 群

マーケットプレイス アクセス & サポート

オートデスク プラットフォーム



Autodesk
Forge Data Days
Velocity – 速度
ツールからのデジタルトランスフォーメーション
ファイルからデータへ
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