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アジェンダ － ご紹介する内容

 はじめに

 Forge Viewer 利用手順の理解

 Learn Forge：モデルを表示する

 付録：Forge Viewer カスタマイズ その１

 付録：コストについて



はじめに
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インターネットで各社提供 API への接続が可能な時代

 業界標準＆オープンソース API テクノロジ
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検索 アクティビティ表示プロジェクト データアイデンティティ

Web
API

Web
API

Web
API

Web
API

Web
API
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自動車

IoT

CRM
資産管理

AI

ストレージ

天気/
ニュース

株/金融

ロボット 地図/位置

交通/宿泊

渋滞情報

デザインデータ活用 VR/AR

画像認識
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デスクトップ製品のアドイン開発者の方へ

 デスクトップ開発と Web 開発の違いをご理解ください
 Web アプリの特性 － セキュリティ視点
 通信経路
 呼び出し数制限
 非同期処理
 仮想環境
 オンプレミスとの違い

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/02/need-to-know-before-forge-development.html

関連ブログ記事

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/02/need-to-know-before-forge-development.html
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公式ドキュメント

 Forge ポータル (https://forge.autodesk.com/) に記載

https://forge.autodesk.com/
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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
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開発環境 － これに限定するものではありません

 Web ブラウザ：Google Chrome

 HTML/JavaScript エディタ：VS Code

 テスト ツール : Postman

 Web サーバー実装：Node.js

 リポジトリ ユーティリティ：git for Windows
参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/01/development-environment-for-forge.html

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/01/development-environment-for-forge.html
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学習リソース：Learn Forge

 https://learnforge.autodesk.io/

https://learnforge.autodesk.io/
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Forge を始めるには?

 まずは https://forge.autodesk.com/ へ

 目的はデベロッパ キーの取得
 Client ID（別名：Consumer Key）
 Client Secret（別名：Consumer Secret）

1 2 3
Autodesk ID で

サインイン
Forge アプリ作成 開発

https://forge.autodesk.com/
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My Apps からのアプリ登録

アプリ情報を入力

どのAPIを使うか指定



Forge Viewer 利用手順の理解
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Forge の主なソリューション

Viewer ソリューション

ストレージ統合ソリューション

自動化ソリューション
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Viewer ソリューション
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Viewer ソリューション

Data Management API
データアクセス

Viewer
ストリーミング表示

Model Derivative API
変換
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Forge Viewer ソリューションのながれ（OSS）

 Forge Viewer からのオリジナルデータへの反映は不可

Data Management APIAuthentication API Model Derivative API Viewer

．．．

シード ファイル

シード ファイル を
SVF/SVF2 ファイルに変換

配信されるのは
viewable(s)



サーバーを作成する
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Web/クラウドを利用する開発について

Web サービス/ページをホスティング
ASP.NET, Node.js, Apache …

JavaScript

JavaScript
貴社アプリ
Web サーバー

RESTful API

JavaScript

JavaScript

JavaScript

HTML
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Node.js とは

 オープンソース
 JavaScript をサーバー上で実行するための環境
 Google V8 JavaScript Engine が使用
 Node Package Manager で拡張可能
 今回使用しているパッケージ(ミドルウェア)：
 express
 request
 serve-favicon
 …

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

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/01/development-environment-for-forge.html
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VS Code Node.js プロジェクトの新規作成

“他の Forge サンプルとの整合性を保つた
め、エントリ ポイントを入力するよう求
められたら、start.js を使用します。”



認証する
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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

本 Workshop
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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での Viewer 利用手順の理解
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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
 クライアントからの取得は 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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2-legged authentication

Forge を利用するWebアプリ Forge サーバー（リソース）
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2-legged authentication

 Forge リソースへのアクセスをリクエスト

Client ID
Client Secret
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2-legged authentication

 Client ID/Secret を認証してアクセストークンを発行

Access Token 
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2-legged authentication

 不正な Client ID/Secret にはアクセストークン発行を拒否

Client ID
Client Secret
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JavaScript

JavaScript
貴社アプリ
Web サーバー

RESTful API

JavaScript

JavaScript

JavaScript

HTML

Forge ポータル
（forge.autodesk.com）

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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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

本 Workshop

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/TODO
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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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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


ファイルを OSS にアップロードする
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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 への永続的なアクセス条件
 作成時と同じ Client ID を使用
 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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Bucket ライフサイクル：transient ポリシー

 transient バケット
 内部のリソースは 24 時間の有効期間後に削除される !

Day #1 Day #2 Day #3 Days #4

Automatic
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Bucket ライフサイクル： persistent ポリシー

 persistent バケットは永続的
 内部のリソースは削除しない限り読み取り可能

Day #1 Day #2 Day #3 Days #4
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OSS の Direct-to-S3 アプローチへの移行

 アップロードとダウンロードで AWS S3 に直接アクセス

 アプリは改修が必要
参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/03/data-management-oss-object-storage-service-migrating-to-direct-to-s3-approach.html

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

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/03/data-management-oss-object-storage-service-migrating-to-direct-to-s3-approach.html


ファイルを変換する
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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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Advanced オプション

 POST job
 advanced オプション

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/11/timeliner-information.html

"advanced": {
"generateMasterViews": true

}

"advanced": {
"timelinerProperties": true

}

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/11/timeliner-information.html
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メタデータの活用

 ビュー毎の情報を JSON で取得可能
 モデル ツリー
 オブジェクト プロパティ

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/11/utilizeing-meta-data.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/11/utilizeing-meta-data.html


ビューアに表示する
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20
17

20
16View and Data API

(Beta)

ReCap Photo API
(Beta)

Viewer

Reality Capture API
(Beta)

Authentication API

Model Derivative API

Data Management API

BIM 360 API
(Beta)

WebHooks API
(Beta)

Design Automation API
v1

Design Automation API 
v2

Design Automation API 
v3 (Beta)

20
18

20
19

WebHooks API

Reality Capture API

BIM 360 API

進化する Forge Viewer

AutoCAD I/O
(Beta)

V2.9 V3.1 V3.2 V3.3 V4.0

V4.2

V5.0 V6.0 V6.1 V6.2 V6.3 V6.4 V6.5 V6.6V7.0
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VS Code でのテスト実行とデバッグ
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表示する2D図面/3Dモデルの指定

 Model Derivative API での SVF 変換済ドキュメント ID
 指定前に Base64 エンコードが必須
 https://www.base64encode.org/

例）
urn:adsk.objects:os.object:fpd-japan-
avpg5fgrh5qbpo8hk15lszzg8drfknrouwmwd0p8lmse32p7ojoxz5p
zonuti-7g/Chair.f3d
Base64 エンコード >>
dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6ZnBkLWphcGFuLWF
2cGc1ZmdyaDVxYnBvOGhrMTVsc3p6ZzhkcmZrbnJvdXdtd2QwcDh
sbXNlMzJwN29qb3h6NXB6b251dGktN2cvQ2hhaXIuZjNk

https://www.base64encode.org/
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Forge Viewer 上の概念：モデル階層と識別

 オブジェクトは一意に識別される（dbId）
 オブジェクトはビュー毎にツリー構造内に発現
 ただし、モデル階層は CAD（シードファイル）によって異なる
 Inventor モデル階層にはアセンブリを表す

ルートノードとサブアセンブリやパーツを
表す子ノードが存在

 各ノードも一意に識別される
 Node Id ＝ dbId
 dbId は変換毎に変化
 常に不変は externalId

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2021/01/externalid-and-dbid.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2021/01/externalid-and-dbid.html
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用語の整理

 Name：インスタンス識別が可能なオブジェクト名
 例：Inventor のアセンブリ名やパーツ名

 dbId：モデル内の要素の一意の ID（識別子）
 ノードと dbId の間には1対1の対応があります。

 fragId：オブジェクト表示で内部的に使用するメッシュを参
照する ID
 1つの dbId には複数の fragId を含めることが可能

 Parent：子ノードのルートとなる親ノードの ID
 Children：ノード配下の子を表現する dbId 配列
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Bucket データの表示

 Node.js ベースの Viewer 実装

 Forge SDK を使用

 2-legged OAuth

 Bucket 内をツリー表示

 learn.forge.viewmodels サンプル

https://github.com/Autodesk-Forge/learn.forge.viewmodels

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/04/ample-which-shows-bucket-data-using-2-legged-oauth.html

https://github.com/Autodesk-Forge/learn.forge.viewmodels
https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/04/ample-which-shows-bucket-data-using-2-legged-oauth.html
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ご注意：進化し続ける Forge・開発作業に終わりはなし

 Forge の機能向上によって動作が変わる可能性
 API によっては特定バージョン指定も可能

 例） POST CreateFolder Command の廃止

 クラウド開発にはメインテナンスが必須

 デスクトップ製品のアドイン開発とは異なります！

 開発ベンダーとのサブスクリプション？契約が必要！！

クラウドサービス

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2021/06/post-command-createfolder-deprecated.html
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Forge Data Days

 Forge Data を紹介するワールドツアー
 5月31日～、無償、対面イベント（同時オンライン配信なし）
 Forge Data Days | Autodesk Forge

 日本は東京オフィスで開催
 7月29日
 Forge Data Days 東京お申込み開始

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/06/begin-attracting-forge-data-days-tokyo.html

https://forge.autodesk.com/forge-data-days
https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/06/begin-attracting-forge-data-days-tokyo.html
https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/06/begin-attracting-forge-data-days-tokyo.html


付録：
Forge Viewer カスタマイズ
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ビューア標準ツールのローカライズ

 14ヶ国語にローカライズされたバージョンの利用が可能
 バージョン 1.2.19 以降でサポート
 ロケールで自動判別、ただし、API 指定で上書きが可能

参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/cloud_and_mobile/2015/09/localised-languages-for-view-data-api.html

英語 en 日本語 ja ドイツ語 de
フランス語 fr 簡体中国語 zh-cn 繁体中国語 zh-tw
スペイン語 es イタリア語 it 韓国語 ko
トルコ語 tr ポルトガル語 pt-br ロシア語 ru
チェコ語 cs ポーランド語 pl

var viewerApp;
var options = {

env: 'AutodeskProduction',
language: ‘ja',

};
var documentId = 'urn:' + urn;
Autodesk.Viewing.Initializer(options, function onInitialized(){

viewerApp = new Autodesk.Viewing.ViewingApplication('MyViewerDiv');
viewerApp.registerViewer(viewerApp.k3D, Autodesk.Viewing.Private.GuiViewer3D);

：

例）

http://adndevblog.typepad.com/cloud_and_mobile/2015/09/localised-languages-for-view-data-api.html
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Prism マテリアル

 Prism マテリアル シェーダーでレンダリング

参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/02/view-and-data-api-and-prism-materials.html

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/02/view-and-data-api-and-prism-materials.html
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その他 ～ なぜ？

 ファイル形式によって表示表現が異なる
 トランスレータの開発チームが異なるため
 20の開発チームが異なるファイル形式のトランスレータを開発
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2D と 3D 表示

 2D 表示時

 3D 表示時

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

'type': 'geometry',
'role': ‘2d‘

});
：

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

'type': 'geometry',
'role': '3d'

});
：
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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;

});

参考ブログ記事： https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/10/forge-viewer-2d-sheets-layouts.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/10/forge-viewer-2d-sheets-layouts.html
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Headless（ヘッドレス）Viewer（3D のみ）

_viewer = new Autodesk.Viewing.GuiViewer3D(document.getElementById('viewer3d'));

_viewer = new Autodesk.Viewing.Viewer3D(document.getElementById('viewer3d'), {});

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/12/forge-viewer-forge-viewer-simple-scene-customize.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/12/forge-viewer-forge-viewer-simple-scene-customize.html
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環境光の変更

_viewer.setLightPreset(8);

_viewer.setLightPreset(15);

_viewer.setLightPreset(17);

_viewer.setEnvMapBackground(true);

Index：0
1
2
3
4
5
6
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マウス操作によるハイライト制御

 マウス ホバー時のハイライト

 左マウスボタン クリックでの選択

_viewer.disableHighlight(true);   // 無効化

_viewer.disableHighlight(false);  // 有効化

_viewer. disableSelection(true);  // 無効化

_viewer. disableSelection(false); // 有効化

参考ブログ記事：
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ビューの記録と復元

 記録：

 復元

_view = _viewer.getState();

_viewer.restoreState(_view);

{
“seedURN”: “dXJuOm＜省略＞",
"objectSet": [
{

"id": [

],
"isolated": [

],
"hidden": [

],
"explodeScale": 0,
"idType": "lmv"

}
],
"viewport": {
"name": "",
"eye": [

16279.707179581432,
-5228.30202225662,
4049.0287038354813

],
"target": [

-9903.389471385026,
7329.165165102023,
-6874.867474579616

_view 変数には
JSON を保持
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ツールボタン テーマカラーの変更

 ダークテーマ

 ライトテーマ

_viewer.setTheme("dark-theme");

_viewer.setTheme("light-theme");

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/11/forge-viewer-simple-customize.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/11/forge-viewer-simple-customize.html
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ツールバー配置

 縦並び

 縦並び

_viewer.toolbar.addClass('adsk-toolbar-vertical’);

_viewer.toolbar.removeClass('adsk-toolbar-vertical’);
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カンバス内ツール/ボタンの消去

 ツールやツールボタンで非表示、または削除が可能

_tools = _viewer.toolbar.getControl('navTools');
_tools.setVisible(false);

const settingsTools = 
_viewer.toolbar.getControl('settingsTools');
_tool = settingsTools.getControl('toolbar-settingsTool');
_tool.setVisible(false);
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カンバス内ツール/ボタンの名称

 ブラウザ内デベロッパー ツール（F12）を活用
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Extension とは

 Forge Viewer 機能を拡張する JavaScript モジュール
 必要に応じたロードとロード解除が可能
 Forge Viewer 本体の機能拡張にも多用（v6 以降、顕著に）

 viewer3D.min.js 肥大化を抑止する目的
 多くがツールボタンで Extension 固有機能アクセスを提供

 標準ツールバー：Autodesk.DefaultTools.NavTools Extension
 独自の Extension の作成と利用が可能

 HTML 側の参照が必要（<script> タグ）
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オートデスクが提供する Extension
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ドキュメント ブラウザ

 Autodesk.DocumentBrowser Extension

 単一カンバス領域でビューの切り替え可能

_viewer.loadExtension('Autodesk.DocumentBrowser');

参考ブログ記事： https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/12/forge-viewer-extension.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/12/forge-viewer-extension.html
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非フォト リアリスティック

 V7 で Autodesk.NPR Extension に実装が移動
 変化可能なレンダリング スタイル
 ‘edging’、‘cel’、‘grapite’、‘pencil’

_viewer.loadExtension('Autodesk.NPR');
:

var ext = _viewer.getExtension('Autodesk.NPR');
ext.setParameter('style', 'edging');
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独自 Extension の作成

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/12/forge-viewer-extension-which-has-html-contents-on-panel.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/12/forge-viewer-extension-which-has-html-contents-on-panel.html
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Extension のロード、ロード解除、走査

 Extension には一意な ID が割り当てられる
_viewer.loadExtension('Autodesk.XXXXXX’);

:

_viewer.unloadExtension('Autodesk.XXXXXX');

:

_viewer.forEachExtension(function (ext) {
console.log(ext.id);

});
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Extension なしのツールバー ボタン

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/02/forge-viewer-toolbar-button-without-extension.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/02/forge-viewer-toolbar-button-without-extension.html
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Forge Viewer のイベント処理

 ユーザー アクションやプロセスのタイミングを検出する仕組み
 検出可能なイベントは Forge ポータルの記載ドキュメントに記述
 よく利用されるイベント

 GEOMETRY_LOADED_EVENT
 TOOLBAR_CREATED_EVENT
 SELECTION_CHANGED_EVENT ...

_viewer.addEventListener(Autodesk.Viewing.SELECTION_CHANGED_EVENT, onSelected);

function onSelected(event) {
var dbIdArray = event.dbIdArray;

}
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2D、3D 連携

 SELECTION_CHANGED_EVENT イベントの利用
 取得した dbid を他のカンバスに相互に反映

_viewer2d.addEventListener(Autodesk.Viewing.SELECTION_CHANGED_EVENT, onSelected2D);
_viewer3d.addEventListener(Autodesk.Viewing.SELECTION_CHANGED_EVENT, onSelected3D);

function onSelected2D(event) {
var dbIdArray = event.dbIdArray;
if (dbIdArray.length > 0) {

_viewer3d.clearSelection();
_viewer3d.isolate(dbIdArray);

}
}

function onSelected3D(event) {
var dbIdArray = event.dbIdArray;
if (dbIdArray.length > 0) {

_viewer2d.clearSelection();
_viewer2d.isolate(dbIdArray);

}
}
参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/12/forge-viewer-forge-viewer-event-and-2d-3d.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/12/forge-viewer-forge-viewer-event-and-2d-3d.html
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複数モデルの挿入

 loadModel() で追加モデルをロード可
 Forge Viewer はモデルを中心に配置して表示
 モデル同士が重なって表示されてしまう
 WebGL 派生なため CAD 座標系に流用は不可

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/01/forge-viewer-showing-mulriple-modelsson-on-forge-viewer-scene.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/01/forge-viewer-showing-mulriple-modelsson-on-forge-viewer-scene.html
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複数モデルの挿入～つづき

 loadModel() で追加モデルをロード可
 Navisworks 上で位置合せしておくと…
 同じ Global Offset 値で相対位置を維持
 Geolocation Extension の今後に期待?

_viewer.addEventListener(Autodesk.Viewing.GEOMETRY_LOADED_EVENT, 
onViewerGeometryLoaded);

:
function onViewerGeometryLoaded(event) {

_goffset = event.model.getData().globalOffset;
var urn = “urn:adsk.viewing:fs.file:dXJu～<省略>～m53ZA/output/0/0.svf";
_viewer.loadModel(urn, { globalOffset: _goffset }, onSuccessCallback, onErrorCallback);

}
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簡易検索

 プロパティパレット展開データ
 ビューア内プロパティ検索

var keyword = document.getElementById("keyword").value;
_viewer.search(keyword, onSearchResult);

:
function onSearchResult(idArray) {

_viewer.isolate(idArray);
_viewer.setSelectionColor(new THREE.Color(0xFFFF00));
_viewer.clearSelection();
_viewer.select(idArray, Autodesk.Viewing.SelectionMode.REGULAR);

}

参考ブログ記事： https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/09/displaying-per-level-on-forge-viewer.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/09/displaying-per-level-on-forge-viewer.html
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LMV Ninja ユーティリティ サイト

 http://lmv.ninja.autodesk.com/

 各バージョンのテストが可能
 Environment 指定が可能

 Production
 Staging
 Development 版

 個別バージョンの指定が可能
 Extension のロードとテスト
 Access Token、URL での表示

参考ブログ記事：http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/05/display-specified-urn-on-lmv-ninja.html

http://lmv.ninja.autodesk.com/
http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/05/display-specified-urn-on-lmv-ninja.html
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VS Code - Forge エクステンション

 VS Code を拡張する Forge ツール

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/09/viewer-workflow-on-vs-code-forge-extension.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/09/viewer-workflow-on-vs-code-forge-extension.html


付録：
コストについて



85
Forge 利用に対する ‘課金’ とは？

 クラウド クレジットによる重量制 ’課金’
 オートデスク クラウド サービスのジョブ消費に対する抽象単位
 https://forge.autodesk.com/pricing

https://forge.autodesk.com/pricing
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Forge はデベロッパキー所有者へ ‘課金’

オートデスク

AUTODESK FORGE
DEVELOPER PLATFORM

Forge アプリ Forge アプリの
エンドユーザ

Forge アプリ開発者

デベロッパ キーを取得した開発者に
クラウドクレジットで従量課金

Forge アプリに対する課金方針は
Forge アプリ 開発者の自由裁量
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クラウドクレジットの Autodesk Flex への移行

 Forge クラウドクレジットの移行フェーズ

 第１フェーズ（2022年3月29日PST）
 クラウドクレジットは、1 クレジットあたり 1 US ドル（または

現地通貨換算額）から 3 US ドルに価格改定
 日本では現在 1 クラウドクレジット税抜 160 円から 480 円へ

 第２フェーズ（2022年Q3）
 （Autodesk Flex の完全移行までForge で使用するクラウドクレ

ジット追加購入分）は、Autodesk から直接購入のみとなり、
Autodesk eStore や Autodesk パートナーを通じた購入不可

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/02/upcoming-forge-pricing-changes.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/02/upcoming-forge-pricing-changes.html
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API 消費クラウドクレジット 単位 実質コスト（税抜）
Model Derivative コンプレックス ジョブ
（Revit、Navisworks）

1.5 クラウドクレジット 変換 1.5ドル – 240円

Model Derivative シンプル ジョブ
（Revit、Navisworks 以外）

0.2 クラウドクレジット 変換 0.2ドル – 32円

Design Automation – AutoCAD 4 クラウドクレジット 処理時間 4.0ドル – 640円
Design Automation –

Revit、Inventor、3ds Max
6 クラウドクレジット 処理時間 6.0ドル – 960円

Reality Capture 3.5 クラウドクレジット 1ギガピクセル毎 3.5ドル – 560円

API 別の消費クラウドクレジットとコスト（税抜き）

API 消費クラウドクレジット 単位 実質コスト（税抜）
Model Derivative – コンプレックス
ジョブ（Revit、Navisworks、IFC）

0.5 クラウドクレジット 変換 1.5ドル – 240円

Model Derivative – シンプル ジョブ
（Revit、Navisworks、IFC 以外）

0.1 クラウドクレジット 変換 0.3ドル – 48円

Design Automation – すべて 2 クラウドクレジット 処理時間 6.0ドル – 960円
Reality Capture 1 クラウドクレジット 60枚の写真 3.0ドル – 480円

※ Design Automation API は 1 時間処理した 1 CPU 時間単位
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3月29日以降の購入方法

 Forge サブスクリプション新規購入
 eStore
 オフライン（見積書→署名→PO発行/請求書発行）

 サブスクリプション期間中のクラウドクレジットの購入
 eStore
 オフライン（見積書→署名→PO発行/請求書発行）

 Forge サブスクリプション新規購入/
サブスクリプション期間中のクラウドクレジットの購入
 オフライン（見積書→署名→PO発行/請求書発行）

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/03/purchasing-forge-subs-and-cloud-credit-after-29-3.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2022/03/purchasing-forge-subs-and-cloud-credit-after-29-3.html
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購入アクションの方法

 forge.orders@autodesk.com にメール
または

 https://forge.autodesk.com/ja/pricing のフォーム

 Overuse の開発者にはオートデスクからコンタクト

mailto:forge.orders@autodesk.com
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Pricing ページ

 https://forge.autodesk.com/ja/pricing

https://forge.autodesk.com/ja/pricing
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クラウドクレジットは当面存続

 未使用のクラウドクレジットは購入後１年間有効
 2022年3月28日に購入した CC は2023年3月27日まで使用可能

 Flex 各国で導入されるわけではない
 Flex 未適用国では Flex 導入まで CC の購入と利用を継続

 Autodesk Flex トークン ≠ EBA Token Flex トークン
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今後のリソース

 サンプル コード：GitHub
 https://github.com/Developer-Autodesk
 https://github.com/Autodesk-Forge

 サポート：StackOverflow
 https://forge.autodesk.com/en/support/get-help

 ブログ：Forge Community Blog
 https://forge.autodesk.com/blog

https://github.com/Developer-Autodesk
https://github.com/Autodesk-Forge
https://forge.autodesk.com/en/support/get-help
https://forge.autodesk.com/blog
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