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BIM 360 プロジェクトのセットアップ

製品 UI

▪ 使いやすい

▪ ただしスケーラブルではない

自動化の動機

▪ バルクインポート

▪ 既存のプロジェクトをテンプレート
として活用

▪ マイグレーション

▪ ERP との連携
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▪ BIM 360 API を使用
▪ Autodesk コンサルティングチーム
により実装

➢コマンドラインツール

➢.NET 

➢デスクトップアプリ

➢CSV ファイル読み込み

➢GitHub で公開

プロジェクトセットアップツール



https://github.com/Autodesk-Forge/forge-bim360.project.setup.tool

https://github.com/Autodesk-Forge/forge-bim360.project.setup.tool
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既存のプロジェク

トから作成

プロジェクトの

新規作成
プロジェクトの

サービスを

アクティベート

プロジェクト

ユーザーの

インポート

プロジェクト

ユーザーの

更新

Project Service User

ツールの機能
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ユーザー読み込み

サービス

プロジェクト

準備

アカウント & CSVファイル

• BIM 360 account

• Forgeアプリケーション

• ForgeアプリとBIM 360

アカウントの統合

• CSVファイル

プロジェクトの作成

• プロジェクトの新規作成

• 既存のプロジェクトをテン

プレートとして作成

サービスのアサイン

• アドミン権限でサービスを

プロジェクトにアサイン

ユーザーのインポート

• Document Management

と Project Adminのみ

サポート

• 管理者/一般ユーザー

ユーザー更新

ユーザーの更新

• 会社、役割などへのアク

セスをサポート

ツールのワークフロー
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▪ BIM 360プロジェクトに関する情報を作成、更新、取得

➢Step by Step チュートリアル
https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/tutorials/account-admin/

▪ プロジェクト管理者とプロジェクトユーザーの追加、情報の取得と更新

➢エンドポイントは、2-legged 認証と 3-legged 認証の両方をサポート

▪ BIM 360アカウントメンバーのマスターリストに新規ユーザーを追加、
一括インポート、情報の取得と検索、更新

▪ 会社の追加、情報の取得と検索、パートナー会社のインポート
▪ レポート作成に使用する地域オフィスや拠点を作成するために使用でき
るビジネスユニットストラクチャの管理

BIM 360 API - Account Admin

https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/tutorials/account-admin/
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▪ フォルダ権限の取得

➢ユーザー、役割、会社に設定されている権限

➢フォルダの権限は、３者（ユーザー、役割、会社）の権限を統合して判別

➢Step by Step チュートリアル
https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/tutorials/document-management/retrieve-

user-permissions/

▪ フォルダ権限の変更

➢ユーザー、役割、会社に対する権限の設定

➢ユーザーに役割・会社を割り当てる

➢Step by Step チュートリアル
https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/tutorials/document-management/update-

permissions/

BIM 360 API – Permissions (beta)

https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/tutorials/document-management/retrieve-user-permissions/
https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/tutorials/document-management/update-permissions/
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ステップ 0 : アカウントの準備
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ステップ 0 : CSVファイルの用意
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コマンドラインオプション
Autodesk.BimProjectSetup.exe -c -s -a [-p] [-x] [-u] [-b] [-t] [-z] [-e] [-d] [-r] [-h] [--CF] [--
AR] [--EU] [--UP] 

• File path(at least one path to an input file is required)
▪ -p Path to CSV input file for project creation

▪ --CF Copy folders
▪ -x Path to CSV input file for service activation
▪ -u Path to CSV input file with project user information

▪ --UP Update project users

• Account Info (Required)
▪ -c Forge client ID
▪ -s Forge client secret
▪ -a BIM 360 Account ID

▪ CSV file related
▪ -t Separator character (default = ';')
▪ -z Second Separator character (default = ',')
▪ -e Encoding (default = UTF-8)
▪ -d Date time format pattern (default = yyyy-MM-dd)

▪ Others
▪ -r Trial run [true/false] (default = false)
▪ -b BaseUrl (default= 

"https://developer.api.autodesk.com")
▪ --AR Admin Industry Role
▪ --EU Use the EU region account
▪ --h BIM 360 Account admin Email address, required for

importing users and

https://developer.api.autodesk.com/
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ステップ 1: プロジェクトの新規作成

Autodesk.BimProjectSetup.exe -p ".¥sample¥BIM360_Projects_Template.csv" -c "<YOUR-CLIENT-ID>" 
-s "<YOUR-CLIENT-SECRET>" -a "<ACCOUNT-ID>"

POST: /accounts/:account_id/projects

API Used:

Command:
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ステップ 1: 既存のプロジェクトから作成

Autodesk.BimProjectSetup.exe -p ".¥sample¥BIM360_Projects_CF_Template.csv" -c "<YOUR-CLIENT-
ID>" -s "<YOUR-CLIENT-SECRET>" -a "<ACCOUNT-ID>" -h "admin@company.com" --CF

POST: /accounts/:account_id/projects (create project)
POST: /data/v1/projects/:project_id/folders (create folder)
GET: /bim360/docs/v1/projects/:project_id/folders/:folder_id/permissions (get permission)
POST: /bim360/docs/v1/projects/:project_id/folders/:folder_id/permissions:batch-create (create permission)

API Used:

Command:

https://developer.api.autodesk.com/hq/v1/accounts/:account_id/projects
https://developer.api.autodesk.com/data/v1/projects/:project_id/folders
https://developer.api.autodesk.com/bim360/docs/v1/projects/:project_id/folders/:folder_id/permissions
https://developer.api.autodesk.com/bim360/docs/v1/projects/:project_id/folders/:folder_id/permissions:batch-create
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ステップ 2 :サービスのアクティベーション

Autodesk.BimProjectSetup.exe -x ".¥sample¥BIM360_Service_Template.csv" -c "<YOUR-CLIENT-ID>" 
-s "<YOUR-CLIENT-SECRET>" -a "<ACCOUNT-ID>"

POST: /accounts/:account_id/projects/:project_id/users

API Used:

Command:
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ステップ 3:プロジェクトユーザーのインポート

Autodesk.BimProjectSetup.exe -u “.¥sample¥BIM360_ProjectUser_Template.csv” -c “<YOUR-CLIENT-ID>” 
-s “<YOUR-CLIENT-SECRET>” -a “<ACCOUNT-ID>” -h "admin@company.com"

POST: /accounts/:account_id/projects/:project_id/users/import

API Used:

Command:

https://developer.api.autodesk.com/hq/v2/accounts/:account_id/projects/:project_id/users/import
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ステップ 4:プロジェクトユーザーの更新

Autodesk.BimProjectSetup.exe -u “.¥sample¥BIM360_ProjectUser_UP_Template.csv” -c “<YOUR-CLIENT-ID>” 
-s “<YOUR-CLIENT-SECRET>” -a “<ACCOUNT-ID>” -h "admin@company.com" --UP

PATCH: /hq/v2/accounts/:account_id/projects/:project_id/users/:user_id

API Used:

Command:

https://developer.api.autodesk.com/hq/v2/accounts/:account_id/projects/:project_id/users/:user_id
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Postman Collection

https://github.com/JohnOnSoftware/forge-bim360.project.setup-postman.collection

https://github.com/JohnOnSoftware/forge-bim360.project.setup-postman.collection
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Autodesk University 2020

CS468152
Release Your Hands: Automate Your BIM 360 Project Setup with Forge

Zhong Wu

Senior Developer Advocate
Developer Technical Services
Autodesk

Mikako Harada

Senior Manager, AEC
Developer Technical Services
Autodesk

https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja/class/shifangshuangshou-liyongForgeshixianBIM-360xiangmushezhizidonghua-2020
https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja/class/shifangshuangshou-liyongForgeshixianBIM-360xiangmushezhizidonghua-2020
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BIM 360 Document Management カスタム属性

▪ カスタム属性の追加は、フォルダのメニューから行います。
▪ フォルダ配下のドキュメントに、カスタム属性の値を設定することができます。
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※一度追加したカスタム属性は削除することができません。
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▪ 属性はバージョン固有です。

▪ 各ドキュメントのバージョンに異なる
属性を割り当てることができます。

カスタム属性の特性

Ver. 1モデルA

カスタム属性

• レビュー日付
• 2021/1/10

Ver. 2モデルA

カスタム属性

• レビュー日付
• 2021/1/18

最新版
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▪ プロジェクトに紐づく複数のドキュメントのカスタム属性を取得

➢更新者、最終更新日時、サイズ、承認ステータスやリビジョン番号なども含む

➢ドロップダウンタイプのオプションの値を直接取得

➢値が設定されていない属性は取得できません

▪ 特定のフォルダに設定されているカスタム属性の定義を取得

➢ドロップダウンタイプのオプションの値をすべて取得

➢値が設定されていない属性も含む

BIM 360 API – Custom Attributes (beta)
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▪ 特定のフォルダにカスタム属性を追加

▪ 特定のドキュメントのカスタム属性の値を一括更新

➢nullを設定すると、値がクリアされます。

➢日付は ISO8601 フォーマットの文字列を指定します。

➢Step by Step チュートリアル
https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/tutorials/document-management/update-

custom-attribute-values/

BIM 360 API – Custom Attributes (beta)

NEW!!

https://forge.autodesk.com/en/docs/bim360/v1/tutorials/document-management/update-custom-attribute-values/
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Postman Collection

https://github.com/xiaodongliang/forge-bim360-docs.api-postman.collection

https://github.com/xiaodongliang/forge-bim360-docs.api-postman.collection
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ステップ 0: BIM 360 でカスタム属性を追加
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▪ ステップ 1から4は、Data Management API によって、Hub、Project、
Folderを辿り、ドキュメントの Version ID を取得するフローです。

ステップ 1-4: ドキュメントの Version ID を取得

URLエンコード
urn%3Aadsk.wipprod%3Afs.file%3Avf.zTroPDbf
QReEqopsMoeXBQ%3Fversion%3D6
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▪ ドキュメント（Version Id）の
URN は、最大50個まで指定可能

▪ Project Id の注意点

➢Data Management API で取得した
Project Id はそのまま使用せず、”b.”の
接頭辞を削除する必要があります。

▪ カスタム属性に値が入力されて
いないと、その属性に関する情
報は取得できません。

ステップ 5:カスタム属性の値の取得
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ステップ 6:カスタム属性の定義の取得

id: カスタム属性 ID

name: 名前
type: データタイプ
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Body – JSON パラメータ

ステップ 7:カスタム属性の値の更新
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▪ 特定のフォルダにカスタム属性を追加します。

ステップ 8-10: カスタム属性の定義の追加
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ステップ 11-14: カスタム属性の値の更新
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