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BIM 360 Assets モジュール
カスタマイズ

ドキュメントの
一元化

アセットリストの
インポート

モバイルアクセス
バーコード/QR コード
スキャナ

統合された
現場管理ワークフロー

欠陥

検査とテスト
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ゼネコン

設計者 /
設計チーム

オーナー /
代理エージェント

アセットの
インポート

アセット
カテゴリの
作成

アセットの
カテゴリに
ステータスと

カスタム属性
を割り当て

データチェック
FM のために

データを書き出し

チェックリスト
テンプレートを
インポートして

アセットカテゴリ
に割り当て

アセット・機器の
発注と追跡

レポートの
書き出し

証明書、保証
書、工場図面、
最終提出書類
などを添付

プロジェクト要件
の策定

稼働、検査、

チェックリスト
によるテスト

欠陥の追跡
（指摘事項）

ステータスと
属性の更新

引き渡し
運用

バーコード/QR 
コード割り当て

アセットの
指摘事項

デザイン
レビュー

デザイン
の修正

管理する
アセットの
定義

アセットトラッキングのワークフロー
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アセットの設定 -ステータス、属性、カテゴリの定義
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アセット設定の書き出しと読み込み
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アセットリストのインポート
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ドキュメントの一元管理
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バーコード/QRコードスキャナ
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Field Management ワークフローとの統合 –問題管理
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Field Management ワークフローとの統合 –検査・テスト
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Assets API

プライベートベータ

➢ アセットの取得

➢ カスタム属性

➢ カテゴリ

➢ ステータス

パブリックベータ（近日中）

➢ アセットの作成

➢ カスタム属性、カテゴ
リ、ステータスの作成

➢ 一括インポート*1

優先順位のフィードバックを!

*1) prioritize based on feedbacks 
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Excel エクスポート/インポート

機能：BIM 360 Assets モジュールのアセット
データを Forge アプリの画面に表示し、さら
に Excel シートにエクスポートします。
Excelで編集したデータを再度、アセットに
インポートします。
このサンプルはAssetsモジュールを使用した
基本的な読み取り/書き込みアクセスを示す
ためのものです。

ソースコード：GitHub サンプル (予定)
作者：Xiaodong Liang, Autodesk
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Demo 1: Export/Import to/from Excel

▪ Demo recording comes here. 
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設計モデルからアセットデータを設定

機能：Design Automation for Revit を使用して、BIM 
360 Docs に保存されたモデルからアセットを抽出
し、Assetsモジュールにインポートします。オプ

ションで、インポートする前にアセットをフィル
タリング/検証します。
※ Revit要素の UniqueIDをカスタム属性として保存
し、アセットとRevitの要素との関連付けを維持し
ます。

ソースコード：GitHub サンプル (予定)
作者：Zhong Wu, Autodesk
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Demo 2: Set up Assets from a Design Model

▪ Demo recording comes here. 
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Viewerでアセットを表示

機能：モデルビューアでアセットデータを
表示します。レベルと部屋でアセットを
フィルタリングできます。

※ Revit 要素の Unique IDをカスタム属性とし
て保存し、アセットとRevit の要素との関連
付けを維持します。

ソースコード：GitHub サンプル (予定)
作者：Eason Kang, Autodesk
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Demo 3: View Assets in Design Model

▪ Demo recording comes here. 
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Assets API デベロッパリソース

▪ ドキュメンテーション
▪ GitHubのコードサンプル
▪ Postman コレクション
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▪ 異なる機能コンポーネント（ドメイン）に存在するアイテム

➢ （エンティティ）間のリンクを表現

▪ BIM 360の様々なモジュールで使用：

➢ Model Coordination, Assets, Field Management, Cost Management

➢ 古くから存在する機能には使用されていない可能性

▪ 読み取り専用（作成はドメインの関数で行う）
▪ 既にリリース済み

Issues

Assets

Document 
Management

Model
Coordination

Relationships API
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Relationships API

指摘事項添付ファイル

チェックリスト

アセット
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Relationships API

domain autodesk-bim360-asset

type asset

id yyy98-bcde

domain autodesk-bim360-
checklist

type checklist

id xyz235-cdef

チェックリスト

アセット

GUID 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd

entity[1] yyy34-efgh

Entity

Entity

Relationship
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Relationships API

domain autodesk-bim360-asset

type asset

id yyy98-bcde

domain autodesk-bim360-
checklist

type checklist

id xyz235-cdef

チェックリスト

アセット

Entity

Entity

Relationship

id 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd

entity[1] yyy34-efgh

id 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd

entity[1] yyy34-efgh

id 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd

entity[1] yyy34-efgh

id 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd

entity[1] yyy34-efgh

GUID 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd

entity[1] yyy34-efgh
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Relationships API
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Relationships API

カテゴリ エンドポイント

検索

GET  relationships/:relationshipId

POST relationships:batch

GET   relationships:search

POST relationships:intersect

同期

POST relationships:sync

POST relationships:syncStatus
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Relationships API

Relationship を id から取得

Category Endpoints

Search

GET  relationships/:relationshipId

POST relationships:batch

GET   relationships:search

POST relationships:intersect

Sync

POST relationships:sync

POST relationships:syncStatus
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“アセットとチェックリスト間の
リレーションシップを取得してください”

Relationships API

与えられた条件 (domain, type, ids, 日
時)に一致するRelationshipを検索。カテゴリ エンドポイント

検索

GET  relationships/:relationshipId

POST relationships:batch

GET   relationships:search

POST relationships:intersect

同期

POST relationships:sync

POST relationships:syncStatus

GET relationships:/search? 

domain=autodesk-bim360-asset

&withDomain=autodesk-bim360-

checklist
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Relationships API

Relationshipデータを外部で保存して
いるデータと同期する際に使用。カテゴリ エンドポイント

検索

GET  relationships/:relationshipId

POST relationships:batch

GET   relationships:search

POST relationships:intersect

同期

POST relationships:sync

POST relationships:syncStatus

sync (initialize)

syncStatus (more data?)

sync (syncToken)
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Relationships API デベロッパリソース

Relationship API SDK
▪ .NET Core nugetパッケージ
▪ JavaScript / Node.js 

https://www.nuget.org/packages/Autodesk.Forge.Bim360.Relationship/
https://www.npmjs.com/package/forge-bim360-relationship
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Relationships API デベロッパリソース

ドキュメンテーション
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