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OSS Bucket の利用：
Postman でのアクセス トークンの取得
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API の視点で見た Forge Viewer ソリューション

Data Management APIAuthentication API Model Derivative API Viewer

まず、デベロッパキーを取得して
次に、アクセス トークンを取得

RESTful API

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/07/app-registration-and-getting-keys-for-forge-api.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/07/app-registration-and-getting-keys-for-forge-api.html
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Forge ポータル
（forge.autodesk.com）

JavaScript

JavaScript

貴社アプリ
Web サーバー

RESTful API

JavaScript

JavaScript

JavaScript

HTML

Client ID
Client Secret

Access Token 

デベロッパ キーとアクセス トークン

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/11/about-access-token.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/11/about-access-token.html
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シナリオ/目的に応じた認証

Project Service

Data Service

Object Storage Service

Hub Project

FolderItem

Version

OSS

Item

Version

OSS
OSS

2-legged OAuth

Forge アプリ Forge アプリ

3-legged OAuth

Forge アプリがデータを
直接管理・運用する方法

-2-Legged OAuth -

Forge アプリが A360 の
ユーザ データ領域に直接
アクセスして運用する方法

-３-Legged OAuth -

Bucket
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Access Token（アクセス トークン）とは

§ クラウド リソース へのアクセス権限をチェックする仕組み
§ 有効期限が設定される
§ Web クライアントからの呼出は CORS エラーになる（仕様）

§ 生成に必要なもの
§ デベロッパキー
§ Client ID と Client Secret のペア
§ Forge ポータルで App（アプリ）作成時に取得可能

§ Scope
§ リソースへのアクセス権限を指定
§ 使用するリソースによって適切に使い分けが必要
§ 複数の Scope 文字列を半角スペースで結合して指定
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Scope（スコープ）とは

Scope 文字列 意味
user-profile:read プロファイル（Autodesk ID）の表示
user:read プロファイル（Autodesk ID）の読み取り
user:write プロファイル（Autodesk ID）の書き込み
viewables:read 変換後のデザインデータ（SVF）の読み取り（表示）
data:read ストレージ データの読み取り
data:write ストレージ データの書き込み（編集）
data:create ストレージ データの作成
data:search ストレージ データの検索
bucket:create 新しい Bucket の作成
bucket:read Bucket の読み取り
bucket:update Bucket の更新
bucket:delete Bucket の削除
code:all コードの生成または実行（Design Automation API）
account:read アプリやサービス アカウントの読み取り
account:write アプリやサービス アカウントの書き込み

2-leggedで利用

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/06/scopes-on-oauth.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/06/scopes-on-oauth.html
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適切な OAuth スコープ

§ リファレンスで Endpoint 毎に必要なスコープをチェック！

bucket:read bucket:create
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RESTful API のテストツール

§ Postman
§ https://www.getpostman.com/
§ コードを書かずに RESTful API のテストが可能

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/09/restful-api-and-testing-tools.html

https://www.getpostman.com/
https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/09/restful-api-and-testing-tools.html
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§ API リファレンスの見方
§ Forge ポータル forge.autodesk.com で Documents を選択
§ API Reference で必要な endpoint をチェック

2-legged OAuth での Viewer 利用手順の理解

①

③②

https://forge.autodesk.com/
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参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/09/understanding-steps-to-use-viewer-on-postman.html

Postman コレクションの利用

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/09/understanding-steps-to-use-viewer-on-postman.html


Forge Online

伊勢崎 俊明
オートデスク 株式会社

OSS Bucket の利用：
OSS Bucket の利用と SVF 変換
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forge.autodesk.com からアカウント登録とアプリの作成 （手動）

Access Token の取得 （RESTful API）

Bucket の作成 （RESTful API）

デザイン ファイルのアップロード （RESTful API）

変換リクエスト （RESTful API）

クライアントからのアクセス （RESTful API & JavaScript API）

Data Management API

Authentication API

Model Derivative API

Viewer

デザイン データの用意

Client ID/Secret の取得

2-legged OAuth
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Bucket とは

§ Bucket は Forge 共有ストレージ内の ‘フォルダ’
§ Bucket はデザイン ファイルをアップロード/変換する場所
§ 他の Bucket と重複しない一意な名前が必要
§ 半角英字(小文字)、数字、 記号(- _ .)

OSS

Client ID 利用を推奨
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Bucket ポリシー

§ Bucket 自身は永続的
§ 作成時に指定するポリシーで内部リソースの寿命を決定

§ transient : 保存されるファイルは24時間で自動消去
§ temporary : 保存されるファイルは30日で自動消去
§ persistent : 保存されるファイルは消去まで維持される

§ Bucket 作成後のポリシー変更は不可
§ Bucket への永続的なアクセス条件
§ 作成時と同じ Client ID を使用する必要あり
§ 異なる Client ID を持つアプリはアクセス不可

参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/07/summary-about-bucket.html

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/07/summary-about-bucket.html
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forge.autodesk.com からアカウント登録とアプリの作成 （手動）

Access Token の取得 （RESTful API）

Bucket の作成 （RESTful API）

デザイン ファイルのアップロード （RESTful API）

変換リクエスト （RESTful API）

クライアントからのアクセス （RESTful API & JavaScript API）

Data Management API

Authentication API

Model Derivative API

Viewer

デザイン データの用意

Client ID/Secret の取得

Viewer 表示までのステップ
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forge.autodesk.com からアカウント登録とアプリの作成 （手動）

POST authenticate

POST buckets

PUT buckets/:bucketKey/objects/:objectName

POST job

LMV Ninja

Data Management API

Authentication API

Model Derivative API

Viewer

デザイン データの用意

Client ID/Secret の取得

Viewer 表示までのステップと endpoint

https://forge.autodesk.com/en/docs/oauth/v2/reference/http/authenticate-POST/
https://forge.autodesk.com/en/docs/data/v2/reference/http/buckets-POST/
https://forge.autodesk.com/en/docs/data/v2/reference/http/buckets-:bucketKey-objects-:objectName-PUT/
https://forge.autodesk.com/en/docs/model-derivative/v2/reference/http/job-POST/
http://lmv.ninja.autodesk.com/
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参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/09/understanding-steps-to-use-viewer-on-postman.html

Postman コレクションの利用

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/09/understanding-steps-to-use-viewer-on-postman.html
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Bucket 作成で使用する endpoint
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Bucket 作成：POST buckets のリクエスト ボディ

§ JSON 指定
{

"bucketKey": "<Your Bucket Name>",
"policyKey": "<Your Bucket Policy>"

}
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ファイル アップロードで使用する endpoint
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ご参考：Params タブでの URI パラメータ指定
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PUT buckets/:bucketKey/objects/:objectName

§ ヘッダー：Content-Type は application/octet-stream

§ ボディ：Binary でアップロードするファイルを指定
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変換処理を開始する endpoint
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変換処理を開始：POST job のリクエスト ボディ

§ JSON 指定
{

"input": {
"urn": "<Your Encoded URN>"

},
"output": {

"formats": [
{

"type": "svf",
"views": [

"2d",
"3d"

]
}

]
}

}

Base64 エンコードした
ドキュメント ID が必須

https://www.base64encode.org/

https://www.base64encode.org/
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2-legged OAuth での Viewer 利用手順の理解

§ Postman で手順検証

§ RESTful API を理解

§ 最終目的：
§ URN を取得

(ドキュメント ID)
参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/09/understanding-steps-to-use-viewer-on-postman.html

forge.autodesk.com からアカウント登録とアプリの作成 （手動）

Access Token の取得 （RESTful API）

Bucket の作成 （RESTful API）

デザイン ファイルのアップロード （RESTful API）

変換リクエスト （RESTful API）

クライアントからのアクセス （RESTful API & JavaScript API）

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/09/understanding-steps-to-use-viewer-on-postman.html
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API の視点で見た Forge Viewer ソリューション

Data Management APIAuthentication API Model Derivative API Viewer

ModelDerivativeAPI 変換はスグには終わらない

RESTful API
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変換終了の検出

Web サーバー
Forge アプリ

RESTful API

変換終わった?

まだです終わりました

変換終わった?

まだですストリーミング

ポーリング
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ポーリングで使用する endpoint のレスポンス ボディ

{
"type": "manifest",
"hasThumbnail": "true",
"status": "inprogress",
"progress": "0% complete",
"region": "US",
"urn": 

"dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6ZnBkLWphcGFuLWF2cGc1ZmdyaDVxYnBv
OGhrMTVsc3p6ZzhkcmZrbnJvdXdtd2QwcDhsbXNlMzJwN29qb3h6NXB6b251dGktN2cvQ
0FNMi5mM2Q",

"version": "1.0",
"derivatives": [

{

{
"type": "manifest",
"hasThumbnail": "true",
"status": "inprogress",
"progress": “10% complete",
"region": "US",
"urn": 

"dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6ZnBkLWphcGFuLWF2cGc1ZmdyaDVxYnBv
OGhrMTVsc3p6ZzhkcmZrbnJvdXdtd2QwcDhsbXNlMzJwN29qb3h6NXB6b251dGktN2cvQ
0FNMi5mM2Q",

"version": "1.0",
"derivatives": [

{

{
"type": "manifest",
"hasThumbnail": "true",
"status": "inprogress",
"progress": “20% complete",
"region": "US",
"urn": 

"dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6ZnBkLWphcGFuLWF2cGc1ZmdyaDVxYnB
vOGhrMTVsc3p6ZzhkcmZrbnJvdXdtd2QwcDhsbXNlMzJwN29qb3h6NXB6b251dGktN2c
vQ0FNMi5mM2Q",

"version": "1.0",
"derivatives": [

{

{
"type": "manifest",
"hasThumbnail": "true",
"status": "success",
"progress": "complete",
"region": "US",
"urn": 

"dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6ZnBkLWphcGFuLWF2cGc1ZmdyaDVxYnBv
OGhrMTVsc3p6ZzhkcmZrbnJvdXdtd2QwcDhsbXNlMzJwN29qb3h6NXB6b251dGktN2cvQ
0FNMi5mM2Q",

"version": "1.0",
"derivatives": [

{
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変換済ファイルの再変換について

§ 毎回変換が実行される訳ではない
§ マニフェストが残っていると再変換はしない

§ 再変換を期待する場合は
1. 変換処理前にマニフェストを削除（確実）
§ DELETE :urn/manifest endpoint

または
2. 変換ジョブで再変換を指定
§ POST job endpoint の Header パラメータ：x-ads-force

§ 注：Viewer 上での確認時にはブラウザ キャッシュを消去!!

https://forge.autodesk.com/en/docs/model-derivative/v2/reference/http/urn-manifest-DELETE/
https://forge.autodesk.com/en/docs/model-derivative/v2/reference/http/job-POST/
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Forge Viewer カスタマイズでの注意点

§ 配信された SVF はブラウザにキャッシュされます
§ CAD モデルの変更が Model Derivative 変換後も反映されない
§ 同一ファイル名/URNでの表示試行錯誤で陥りがち
§ ブラウザ キャッシュのクリアを推奨
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2D シート一覧の取得

function onDocumentLoadSuccess(viewerDocument) {
var viewables = viewerDocument.getRoot().search({

'type': 'geometry',
'role': ‘2d‘

});

var index = 0;
viewables.forEach(function (value) {

$('#sheets').append($('<option>').val(index).text(value.data.name));
index = index + 1;

});



Forge Online

伊勢崎 俊明
オートデスク 株式会社

OSS Bucket の利用：
Forge SDK を使った Viewer 実装
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Forge サンプル

§ Forge ポータル下部 Code Samples からのアクセス
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Forge SDK

§ RESTful API をラップするサーバー実装用ユーティリティ

参考ブログ記事： http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/01/forge-sdk.html

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/01/forge-sdk.html


36
Forge SDK と Forge SDK のサンプル

§ 実際に使用するページ
§ https://github.com/Autodesk-Forge/forge-api-nodejs-client

§ forge-api-nodejs-client リポジトリ内のサンプルを参照

https://github.com/Autodesk-Forge/forge-api-nodejs-client
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チュートリアル環境のセットアップ

1. コマンドプロンプトでリポジトリ内容をコピー
§ git clone <リポジトリ URL> コマンド

2. コピーされたリポジトリの場所を確認
§ C:¥Users¥<Windows ユーザ名¥Documents フォルダ
§ forge-api-nodejs-client フォルダ

参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/05/forge-nodejs-quick-start-part1.html

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/05/forge-nodejs-quick-start-part1.html
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チュートリアル環境のセットアップ ～ 続き

3. Node.js command prompt でパッケージをインストール
§ npm install

4. Forge ポータルで Client ID/Client Secret を取得
§ https://forge.autodesk.com でアプリ登録

https://forge.autodesk.com/
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Node.js のローカル Web サーバーを設定する

5. .¥samples¥dmSample.js を Brackets で開く
§ FORGE_CLIENT_ID/FORGE_CLIENT_SECRET に4.を代入

§ BUCKET_KEY に一意な Bucket 名を代入

§ FILE_NAME にアップロードするファイル名を代入

§ FILE_PATH にアップロードするファイルのフルパスを代入
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Node.js のローカル Web サーバーを設定する

var fs = require('fs');

var ForgeSDK = require('./../src/index');

// TODO - insert your CLIENT_ID and CLIENT_SECRET
var FORGE_CLIENT_ID = 'デベロッパ ポータルで取得した Client ID',

FORGE_CLIENT_SECRET = 'デベロッパ ポータルで取得した Client Secret';

// TODO - Choose a bucket key - a unique name to assign to a bucket. It must be globally unique across all applications and
// regions, otherwise the call will fail. Possible values: -_.a-z0-9 (between 3-128 characters in
// length). Note that you cannot change a bucket key.
var BUCKET_KEY = '一意なBucket名にするための任意文字列' + FORGE_CLIENT_ID.toLowerCase();

// TODO - Choose a filename - a key for the uploaded object
var FILE_NAME = 'デザイン ファイル名.拡張子';

// TODO - specify the full filename and path
var FILE_PATH = ‘デザイン ファイルのフルパス';

:
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Node.js でローカル Web サーバーを起動する

1. Node.js command prompt を起動
2. forge-api-nodejs-client¥samples フォルダに移動
3. ‘node dmSample.js’ と入力して実行

結果は？
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Node.js でローカル Web サーバーを起動する

ファイルを削除している!?
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変換処理の実装を追加

1. samples¥dmSample.js を Brackets で再度開く
2. Forge SDK から Derivatives Client をインスタンス化

3. base64encode() 関数を getBuckets() 関数の後に追記
§ ドキュメント IDを Base64 エンコード

参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/05/forge-nodejs-quick-start-part2.html

:
var bucketsApi = new ForgeSDK.BucketsApi(), // Buckets Client

objectsApi = new ForgeSDK.ObjectsApi(), // Objects Client
derivativesApi = new ForgeSDK.DerivativesApi(); // Derivatives Client

:

function base64encode(str) {
return new Buffer(str).toString('base64');

}

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/05/forge-nodejs-quick-start-part2.html


44
変換処理の実装を追加 ～ 続き

4. translateFile() 関数を base64encode() 関数の後に追記
var translateFile = function(encodedURN){
console.log("**** Translating file derivative");
var postJob =
{
input: {
urn: encodedURN

},
output: {
formats: [
{
type: "svf",
views: ["2d", "3d"]

}
]

}
};
return new Promise(function(resolve, reject) {
derivativesApi.translate(postJob, {}, oAuth2TwoLegged, oAuth2TwoLegged.getCredentials()).then(
function(res){
resolve(res);

},function(err){
reject(err);

}
) 

});
};
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変換処理の実装を追加 ～ 続き

5. manifestFile() 関数を translateFile() 関数の後に追記
var manifestFile = function (encodedURN) {
console.log("**** Getting File Manifest Status");
return new Promise(function(resolve, reject) {
derivativesApi.getManifest(encodedURN, {}, oAuth2TwoLegged, oAuth2TwoLegged.getCredentials()).then(
function(res){
if (res.body.progress != "complete"){
console.log("The status of your file is " + res.body.status);
console.log(" Please wait while we finish Translating your file");

}else{
console.log("****" + res.body.status);
console.log("****" + res.body.progress);
resolve(res);

}
},function(err){
reject(err);

}
) 

});
}  :
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変換処理の実装を追加 ～ 続き

6. 変換と変換終了を判定する処理を追記
:

uploadFile(BUCKET_KEY, FILE_PATH, FILE_NAME).then(function(uploadRes){

console.log("**** Upload file response:", uploadRes.body);
deleteFile(BUCKET_KEY, FILE_NAME).then(function(deleteRes) {
console.log("**** Delete file response status code:", deleteRes.statusCode);

},defaultHandleError);
var objectId = uploadRes.body.objectId;
console.log("objectId:", objectId);
var urn = base64encode(objectId);
console.log("urn:", urn);
translateFile(urn).then(function(translateRes){

manifestFile(urn).then(function(){
console.log("**** Your File is ready for viewing"); 

}, defaultHandleError) 
}, defaultHandleError);

}, defaultHandleError);
:
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Viewer での表示
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ここまでの実装

§ Viewer 表示が手動
§ Access Token と URN は URL パラメータ渡し

結果は？
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Viewer 表示部分の自動化

§ ここでの例：Node.js 実装による Web サーバー処理
§ 本来、Web サーバー実装に依存
§ さまざまな方法が考えられる

参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/05/forge-nodejs-quick-start-part3.html

結果は？

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/05/forge-nodejs-quick-start-part3.html
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次のステップ：Learn Forge

§ Forge 全般の学習サイト（英語）
§ https://learnforge.autodesk.io/#/tutorials/viewmodels
§ さまざまな Web サーバーテクノロジ別に手順を解説

https://learnforge.autodesk.io/#/tutorials/viewmodels
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Web アプリをホスティング
Node.js, .NET …

貴社アプリ
Web サーバー

RESTful API

デプロイ

ローカル開発環境からサイト公開へ
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ご参考：デプロイ作業について

§ Web アプリのデプロイ：GitHub Desktop を使った GitHub へのプッシュ
§ https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/05/push-

web-app-to-github-using-github-desktop.html
§ Web アプリのデプロイ：Heroku へのデプロイ

§ https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/05/deploy-
web-app-to-heroku.html

§ Web アプリのデプロイ：Azure へのデプロイ
§ https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/05/deploy-

web-app-to-azure.html
§ Web アプリのデプロイ：Visual Studio から Azure への直接デプロイ

§ https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/05/deploy-
web-app-from-visual-studio.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/05/push-web-app-to-github-using-github-desktop.html
https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/05/deploy-web-app-to-heroku.html
https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/05/deploy-web-app-to-azure.html
https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/05/deploy-web-app-from-visual-studio.html
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