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アジェンダ － ご紹介する内容

▪ はじめに

▪ Design Automation を利用するソリューション

▪ Learn Forge：モデルを修正する

▪ 付録：.NET Core サンプルに Viewer 機能を追加する

▪ 付録：コストについて



はじめに



▪ 業界標準＆オープンソース API テクノロジ

インターネットで各社提供 API への接続が可能な時代
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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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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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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



Design Automation を利用する
ソリューション
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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)
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オートデスク ストレージサービス

▪ プロジェクト ベース

▪ A360 Personal、Fusion Team、
Autodesk Docs、BIM 360 Docs

▪ Forge Data Management API でアクセス可能

▪ フォルダ ベース

▪ A360 Drive、Autodesk Drive

▪ プロジェクト ベースのストレージ領域とは独立

▪ API は未公開のため未サポート

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/01/about-obscure-things-on-a360-storage-service.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/01/about-obscure-things-on-a360-storage-service.html
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オートデスク ストレージ サービスの構造

Project Service

Data Service

Object Storage Service

Hub Project

FolderItem

Version

OSS

Item

Version

OSS

OSS

Forge アプリ Forge アプリ

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/04/cloud-storage-forge-uses.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2017/04/cloud-storage-forge-uses.html
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Forge Viewer ソリューションのながれ（Hub）

▪ ストレージ サービスが実行した変換結果を利用可

Data Management APIAuthentication API Viewer

配信されるのは
viewable(s)

Hub Project Folder Item Version
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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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BIM 360 統合ソリューション

アカウント管理

プロジェクト メンバ 会社

プロジェクト管理

アップロード

アクセス 共 有

BIM 360 固有機能
Issue(指摘事項)
RFI（情報提供依頼）
チェックリスト
モデルコーディネーション
アセット など

BIM 360 Docs データアクセスBIM 360 Docs データ表示

通信

通信

ブラウザ内スクリプト
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BIM 360 統合ソリューション BIM 360 固有機能
Issue(指摘事項)
RFI（情報提供依頼）
チェックリスト
モデルコーディネーション
アセット など

BIM 360 Docs データアクセスBIM 360 Docs データ表示

通信

通信

ブラウザ内スクリプト

Data Management API
データアクセス

BIM 360 API
BIM 360 固有機能

Viewer
ストリーミング表示
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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



▪ AutoCAD

▪ AutoLISP：AutoCAD 機能として独自実装

▪ ObjectARX：ネイティブ C++

▪ AcviveXオートメーション：Component Object Model

▪ AutoCAD .NET API：.NET Framework

▪ Revit

▪ Revit API：.NET Framework

▪ Inventor

▪ Inventor API：Component Object Model
VBA, iLogic

オートデスク デスクトップ製品と
カスタマイズテクノロジ（API）
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Revit

Revit アドイン開発の仕組み

Windows

.NET Framework

Visual Studio 開発環境

Revit API
RevitAPI.dll

アセンブリ参照

RevitAPI.dllアドインファイル

カスタム機能
Revit にロード



Revit アドインをクラウドで実行するための API

Web アプリ

モバイルアプリ

Design Automation API

アドインコード

Revit API

Revit Core Engine
RESTful 呼び出し



Revit Core Engine

Revit アドイン開発の仕組み

Windows Server 2019 on AWS（AMI）

.NET Framework

Visual Studio 開発環境

Revit API
RevitAPI.dll

アセンブリ参照

RevitAPI.dllアドインファイル

カスタム機能

Revit Core 
Engine にロード



Design Automation for Revit のワークフロー

Design Automation

Revit アドイン

クラウド ストレージ

Forge アプリ

① クラウドにファイルをアップロード
②出力結果を保存する場所を確保

④ URL からファイルをダウンロード

③ ファイルの URL と
カスタム処理に必要なパラメータと
出力結果の保存先 URL を送信

⑥ 保存先 URL に結果をアップロード

ワーキングディレクトリ
（一時作業領域）

⑤ Revit エンジン上でアドインを実行
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▪ Design Automation API の連携は可能

▪ AutoCAD、Revit、Inventor、3ds Max に対応

Viewer と Design Automation API の連携

Data Management APIAuthentication API Model Derivative API Viewer

Design Automation API
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Design Automation API を正しく理解しましょう

• Revit Web 版（Revit UI 画面）のようなものではありません

対話的な表示/編集機能は ありません

• 必要に応じて Forge Viewer の利用を検討出来ます

ビューア機能は ありません

• 開発者向けのサービスです

エンドユーザ向けのサービスでは ありません

• オンプレミス(プライベート)サーバー版はありません

サーバー モジュールでは ありません



Learn Autodesk Forge
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▪ Learn Autodesk Forge（日本語）

▪ 「モデルを修正する」セクション

▪ Forge アプリ専用のストレージ（OSS Bucket）を作成して、デザインファイ
ルをアップロードし、Revit, Inventor, AutoCAD, 3ds Max のモデルのパラ
メータを変更後、ファイルに保存してダウンロード

Forge APIs を学習するためのチュートリアル

言語の選択
• Node.js
• .NET Core

https://learnforge.autodesk.io/#/ja-JP/
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Design Automation for Revit アドインの開発環境

▪ Revit API

▪ C#、VB.NET、マネージ C++、その他

▪ .NET Framework

▪ Revit 2021 - 2023 -> .NET Framework 4.8

▪ Revit 2019, 2020 -> .NET Framework 4.7

▪ Microsoft Visual Studio 

▪ 各バージョンに一致するアセンブリ出力が
可能なもの

▪ 参照ライブラリ

▪ RevitAPI.dll

▪ Nuget パッケージ

▪ Autodesk.Forge.DesignAutomation.Revit

▪ Newtonsoft.Json

Revit アドイン

ビルドに Visual Studio が必要
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今回のチュートリアルで使用する開発環境

▪ Visual Studio 2022（2019でも可）

▪ Community（無償）

▪ Professional（有償）

▪ Revit 2019 ～ 2023

▪ 7zip 

▪ ngrok ツール

▪ Google Chrome ブラウザ

▪ Git for Windows （必須ではありません）

Design Automation API for Revit - Learn Autodesk Forge チュートリアル .NET Core 
Sample のセットアップ

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/03/setup-design-automation-api-for-revit-learn-autodesk-forge-tutorial-sample.html


サーバーを作成する
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ngrok ツール Agent v3 の注意点

▪ デフォルトでは HTTPS のみ有効のため、下記のコマンドを実行し
てください。

▪ なお、事前にユーザー登録をしてトークンをセットしておく必要も
ございます。

ngrok http 3000 --host-header=localhost:3000 --scheme http

ngrok config add-authtoken Your Authtoken
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プロジェクト新規作成時の注意点

チェックを外す
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プロジェクトの設定を確認する

Visual Stadio 上で forgeSample プロジェクトをダブルクリック、または
forgeSample.csproj をテキストエディタで開く

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">

<PropertyGroup>
<TargetFramework>netcoreapp3.1</TargetFramework>

</PropertyGroup>

<ItemGroup>
<PackageReference Include="Autodesk.Forge" Version="1.9.0" />
<PackageReference Include="Autodesk.Forge.DesignAutomation" Version="3.0.6" />
<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.Mvc.NewtonsoftJson" Version="3.1.26" />
<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.SignalR.Protocols.NewtonsoftJson" Version="3.1.26" />

</ItemGroup>

<ItemGroup>
<Folder Include="wwwroot¥bundles¥" />

</ItemGroup>

</Project>



Visual Studio 2022 での環境変数の設定の注意点

ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development,FORGE_CLIENT_ID=XXXXXXXXXX,FORGE_CLIENT_SE
CRET=XXXXXXXXXXX,FORGE_WEBHOOK_URL=http:////XXXXXXXXXX.jp.ngrok.io
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プロファイルの設定を確認する

Visual Stadio 上で Properties/launchSettings.json をダブルクリック、また
は テキストエディタで開く

{
"iisSettings": {
"windowsAuthentication": false,
"anonymousAuthentication": true,
"iisExpress": {

"applicationUrl": "http://localhost:3000",
"sslPort": 0

}
},
"profiles": {
"IIS Express": {

"commandName": "IISExpress",
"launchBrowser": true,
"environmentVariables": {
"ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development",
"FORGE_WEBHOOK_URL": "http://XXXXXXXXXX.ngrok.io",
"FORGE_CLIENT_ID": "XXXXXXXXXX",
"FORGE_CLIENT_SECRET": "XXXXXXXXXX"

},
"applicationUrl": "http://localhost:3000"

},
"forgeSample": {

// 省略
}

}
}
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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範囲を指定

▪ 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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Authentication API によるアクセス トークンの取得

▪ 2-legged Authentication

▪ エンドユーザーの許可（認可）を必要とするリソースにアクセスする必要がない

▪ アプリは Forge からの認証を得ればアクセス可能（2者間通信）

▪ 専用の共有ストレージ Object Storage Service（OSS）にアクセス

▪ 3-legged Authentication

▪ アプリが Autodesk ログイン ページにリダイレクトして、エンドユーザーのどのリ

ソースにアクセスしたいかという情報を提供

▪ ユーザーから同意が得られてアクセス許可(認可) を得た後にアプリにリダイレクト

▪ オートデスク クラウドサービスのユーザストレージ領域にアクセス

▪ 認証・認可後に Access Token（アクセス トークン）を発行



シナリオ/目的に応じた認証・認可

Project Service

Data Service

Object Storage Service

Hub Project

FolderItem

Version

OSS

Item

Version

OSS

OSS

Forge アプリ Forge アプリ

2-Legged OAuth

Forge アプリがデータを

専用の共有ストレージを作

成して、直接管理・運用

する方法

3-Legged OAuth

Forge アプリが BIM360/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
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2-legged or 3-legged

▪ エンドポイント毎に必要とされるコンテキストは異なります。



Design Automation API に必要なアクセストークン

Forge アプリ

キーとシークレット

アクセストークン

ユーザ

Forge アプリ

キーとシークレット

アカウント情報入力

権限許可

サインイン画面

サインイン画面

アクセストークン

Revit ファイル

データの取得と

処理結果のアップロード

OSS

データの取得と

処理結果のアップロードRevit ファイル

AppBundle 登録

Activity 登録

WorkItem 作成

2-legged 3-leggedRevit アドインの

バンドルパッケージ



47

OSS 利用時に必要なスコープ

▪ バケットの作成やフィルの読み書きの権限が必要です。

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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Design Automation API 利用時に必要なスコープ

▪ コードの生成と実行の権限に相当する、code:all を指定する必要があります。

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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必要なスコープの見分け方

▪ API 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



OAuthController.cs

private static dynamic InternalToken { get; set; }

public static async Task<dynamic> GetInternalAsync()
{

if (InternalToken == null || InternalToken.ExpiresAt < DateTime.UtcNow)
{

InternalToken = await Get2LeggedTokenAsync(new Scope[] { Scope.BucketCreate, Scope.BucketRead, Scope.BucketDelete, 
Scope.DataRead, Scope.DataWrite, Scope.DataCreate, Scope.CodeAll });

InternalToken.ExpiresAt = DateTime.UtcNow.AddSeconds(InternalToken.expires_in);
}

return InternalToken;
}

private static async Task<dynamic> Get2LeggedTokenAsync(Scope[] scopes)
{

TwoLeggedApi oauth = new TwoLeggedApi();
string grantType = "client_credentials";
dynamic bearer = await oauth.AuthenticateAsync(

GetAppSetting("FORGE_CLIENT_ID"),
GetAppSetting("FORGE_CLIENT_SECRET"),
grantType,
scopes);

return bearer;
}



Design Automation の仕組み



3つのキーワード

Id : CustomApp

Engine : 2023

Description: Test custom app

Package: Storage URL

Id: UpdateParamActivity

Input Parameter A : RVT, TXT

Output Parameter B: RVT

AppBundle: CustomApp

Id: 返却される文字列

Activity : UpdateParamActivity

Input Parameter A : File URL

Output Parameter B: Storage URL

AppBundle Activity WorkItem

Revit の .NET API で作成したアセンブリや関

連ファイルを ZIP 圧縮してアップロードし、

AppBundle として登録する。

カスタム処理の雛型を定義する。

.NET アセンブリ内でどんなデータを入力し

て、どんなデータを出力するか定義する。

REST API でリクエストするジョブ。

対象のモデルやテキストデータ、出力先の URL

と、実行する Activity を指定する。

Revit アドインのパッケージ 実行されるアクションの定義 指定のアクションを呼び出すジョブ

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/02/understanding-steps-to-use-design-automation-api-for-revit.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/02/understanding-steps-to-use-design-automation-api-for-revit.html


AppBundle と Activity の登録手順

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/02/understanding-steps-to-use-design-automation-api-for-revit.html

AppBundle を登録

1. 新しい AppBundle を作成

2. バンドルパッケージをアップロード

3. エイリアスとバージョンを設定

Design 
Automation

ZIP

Activity を登録

1. 新しい Activity を作成

2. エイリアスとバージョンを設定

3. 必要があればロケールを設定

Revit エンジンのバージョン

AppBundle の名前

.NET アセンブリ内で参照するモデル

やファイル（入出力）や、パラメータ

などの雛型を定義

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/02/understanding-steps-to-use-design-automation-api-for-revit.html
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Alias と Version

▪ AppBundle と Activity は、それぞれバージョンを追加していくことができ
ます。

▪ 特定のバージョンに任意のラベルで名前をつけてエイリアスを作成できます。

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/02/understanding-steps-to-use-design-automation-api-for-revit.html

AppBundle

Version Alias

1

2 Production

3

4 Test

5 Development

Activity

Version Alias

1

2

3 Production

4 Beta

5 Test

6 Development

例えば、Activity のテストを行う際に、Test エイリアスを作成してテストを実行する。ただし、AppBundle は、

稼働中の Production のエイリアスを呼びだす、といった開発・テスト用の使い方ができます。

https://forge.autodesk.com/en/docs/design-automation/v3/developers_guide/aliases-and-ids/

•形式: YourNickname.SomeAppBundleId+SomeAliasName

•例: MyFirstForgeAppNickname.DeleteWallApp+test

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/02/understanding-steps-to-use-design-automation-api-for-revit.html
https://forge.autodesk.com/en/docs/design-automation/v3/developers_guide/aliases-and-ids/


WorkItem を登録する

3D モデルや図面、その他のデータファイル

WorkItem をポスト

1. 実行する Activity を指定

2. モデル・ファイルの URL を設定

3. パラメータを設定
アップロード ファイルを取得

指定された Activity を実行

AppBundle に処理を依頼

ZIP

Forge

アプリケーション

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/02/understanding-steps-to-use-design-automation-api-for-revit.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/02/understanding-steps-to-use-design-automation-api-for-revit.html
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WorkItem のコールバック通知処理

▪ WorkItem を POST する際に、"onComplete" という引数にコールバック URL を設
定することができます。

▪ この引数を事前に設定しておけば、WorkItem の完了時に、指定の URL を自動的に呼
び出してくれます。

▪ コールバック URL には、クエリパラメータを組み合わせることができます。

▪ 進捗状況を30秒毎に “onProgress” コールバック URL で受け取ることもできます。

クラウド ストレージForge アプリ Design Automation

WorkItem 処理完了後に、
指定の URL を呼び出し

Revit モデルをアップロードコールバック URL が呼び
出されたら、ダウンロード
リンクを作成 ＋アルファ
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オプショナル：Nickname の作成

▪ Design Automation は、Forge アプリを識別するために Client ID を使用
しますが、これは人間には覚えづらい文字列（例えば、
YnhayiOjhgnsd&jsafh890ryehQW）となっています。

▪ Forge アプリから Design Automation に処理を依頼するときにも、この
Client ID が必要となりますが、より覚えやすいニックネーム（エイリアス
のようなもの）で名前を付けてマッピングを行うことができます。

▪ 20 文字以内で、a-z, A-Z, 0-9, _ から作成

▪ 今回のチュートリアルでは、Nickname は Client Id を使用します。

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/02/understanding-steps-to-use-design-automation-api-for-revit.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/02/understanding-steps-to-use-design-automation-api-for-revit.html


基本アプリの UI
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ドキュメントロード時のJavaScript コード

▪ 登録済み AppBundle と Activity の取得

▪ 各 UI ボタンのクリックイベントの登録

▪ サーバーとのリアルタイム通信開始

$(document).ready(function () {
prepareLists();

$('#clearAccount').click(clearAccount);
$('#defineActivityShow').click(defineActivityModal);
$('#createAppBundleActivity').click(createAppBundleActivity);
$('#startWorkitem').click(startWorkitem);

startConnection();
});

function prepareLists() {
list('activity', '/api/forge/designautomation/activities');
list('engines', '/api/forge/designautomation/engines');
list('localBundles', '/api/appbundles');

}
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SignalR の version 3 系の最新バージョンに対応

▪ index.html で読み込むスクリプトを最新バージョン 3.1.26 に変
更

<head>
<title>Autodesk Forge - Design Automation</title>
<meta charset="utf-8" />
<link rel="shortcut icon" href="https://github.com/Autodesk-

Forge/learn.forge.viewhubmodels/raw/master/img/favicon.ico">
<!-- Common packages: jQuery, Bootstrap -->
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
<!-- .NET SignalR -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/microsoft-signalr/3.1.26/signalr.min.js"></script>
<!-- Files for this project -->
<script src="/js/ForgeDesignAutomation.js"></script>

</head>



プラグインを準備する
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新規プロジェクトの作成

▪ Visual Studio 2022 でクラスライブラリを選択できない場合

1. プロジェクトテンプレートで空のプロジェクト（.NET Framework 4.8）を指定して作成

2. プロジェクトのプロパティを開いて、出力の種類をコンソールアプリケーションからクラスライ
ブラリに変更
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NuGet パッケージ追加時の警告

▪ Autodesk.Forge.DesignAutomation.Revit を参照に追加した際に
警告が表示される場合があります。

1. UpdateRVTParam プロジェクトのプロパティを開きます。

2. ビルドタブで対象プラットフォームを x64 に変更してください。
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プロジェクトの設定を確認する

▪ packages.config をダブルクリックで開く

▪ 使用する Revit のバージョンに対応する .NET Framework と
Autodesk.Forge.DesignAutomation.Revit パッケージをインストール

▪ .NET Framework

▪ Revit 2021 - 2023 -> .NET Framework 4.8

▪ Revit 2019, 2020 -> .NET Framework 4.7

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<packages>
<package id="Autodesk.Forge.DesignAutomation.Revit" version="2023.0.1" targetFramework="net48" />
<package id="Microsoft.CSharp" version="4.5.0" targetFramework="net48" />
<package id="Newtonsoft.Json" version="13.0.2-beta1" targetFramework="net48" />

</packages>



Revit プラグインの作成に必要なアセンブリ参照

Windows

.NET Framework

参照アセンブリ

RevitAPI.dll RevitAPIUI.dllDesignAutomationBridge.dll 

Revit アドイン

IExternalDBApplication

（外部 DB アプリケーション）

その他 dll
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IExternalDBApplication の実装

カスタム処理を呼び出し

イベントハンドラの登録

実装するインターフェース



UI 画面

WorkItem ログ出力

パラメータ入力

Revit ファイル選択

アクティビティ選択

WorkItem 開始ボタン



サーバーからのデータを Revit アドインで受け取る方法

JSON ファイルでデータを取得可能
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任意のタイミングでログにテキスト出力

▪ Revit アドインのプログラム内で、Console.WriteLine() メソッドを呼び出せば、任意
のタイミングで、report.txt にカスタムのログを出力することができます。
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Revit アドインのエラーハンドリング

▪ Revit アドインで発生するエラーは、トランザクションのコミット時、あるいはロールバック時
に呼び出されます。

▪ DesignAutomationBridge は、デフォルトのエラーハンドラを搭載しており、すべての警告を
抑止し、エラーの場合は、それを解決しようと試みます。解決したらコミットします。

▪ デフォルトの解決方法が「要素の削除」となる場合は、エラーハンドラは要素を削除せずに、
ロールバックします。

▪ 開発者は、カスタムのエラーハンドラを実装して、デフォルトのエラーハンドラを上書きするこ
とができます。
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バンドルパッケージの作成

▪ AppBundle に登録するファイルは、アセンブリファイルとアドインマニフェストファ
イルを指定のフォルダ構成で格納して ZIP 圧縮したパッケージファイルです。

DeleteWallsApp.zip

|-- DeleteWalls.bundle

|   |-- PackageContents.xml

|   |-- Contents

|   |   |-- DeleteWalls.dll

|   |   |-- DeleteWalls.addin
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Revit アドイン開発時の制約事項

▪ [x] Revit UI 名前空間へのアクセス、UI 画面へのアクセスはできません。

▪ [x] ユーザーとのインタラクションが発生する処理はサポートされておりません。

▪ [x] ActiveView と ActiveDocument プロパティにはアクセスできません。

▪ [x] 複雑なセッション管理は想定されていません。（バッチ処理を想定）

▪ [x] Navisworks への書き出し、Desktop Connector は未サポートです。

▪ [x] Revit Could Worksharing の中央モデルとの同期は、現在プライベートベータ版。

▪ [x] Could Model for Revit non-workshared も一部制約があります。

RevitAPIUI.dll
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追加のフォントサポート

▪ Revit を起動する OS は Windows Server 2019 英語版になります。

▪ Design Automation for Revit を使用してモデルを処理する場合、Worker
インスタンスで使用できないフォントはすべて置換されます。
エクスポートなどの操作では、フォントが置換されると、結果の外観が異な
る場合があります。

▪ Design Automation for Revit では、リストに掲載されているフォントが
Worker インスタンスに追加でプレインストールされるため、多くの場合、
フォントの置換が不要になり、結果の外観が向上します。

https://forge.autodesk.com/en/docs/design-automation/v3/developers_guide/revit_specific/custom-fonts-support/

https://forge.autodesk.com/en/docs/design-automation/v3/developers_guide/revit_specific/custom-fonts-support/
https://forge.autodesk.com/en/docs/design-automation/v3/developers_guide/revit_specific/custom-fonts-support/


AppBundle をアップロードする



クライアントサイド（ForgeDesignAutomation.js）

サーバーの URL にPOSTリクエスト送信



サーバーサイド（DesignAutomationController.cs）

クライアントからの POSTリクエスト
で呼び出されるメソッド



API エンドポイント：POST appbundles



API エンドポイント：POST appbundles/:id/aliases
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AppBundle と Alias の作成

新規作成時は、Version は自動的に 1 が設定されます。

Alias 登録後、バンドルパッケージを AppBundle にアップロードします。

既に登録されている AppBundle の一覧を取得

新規 AppBundle を作成

新規 Alias を作成



Activity を定義する



API エンドポイント：POST activities
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Activity と Alias の作成

Alias と Version の作成が続きます。

既に登録されている Activity の一覧を取得

新規 Activity を作成



Activity の定義

verb: get Revit アドインに渡すファイル

verb: put Revit アドインから出力するファイル

localName ワーキングディレクトリ上でのファイル名

required 必須かそうでないかを指定

ondemand WorkItem の処理中に任意のタイミングで

外部データファイルを取得する方法

入力 Revit ファイル

入力 JSON ファイル

出力 Revit ファイル

AppBundle ID
Engine

Activity ID



WorkItem を実行する



クライアントサイド（ForgeDesignAutomation.js）

フォームでファイルと
パラメータ値を送信



サーバーサイド（DesignAutomationController.cs）

クライアントからのフォームデータを取得



API エンドポイント：POST workitems



WorkItem のパラメータ

入力 Revit ファイル

入力 JSON データ

出力 Revit ファイル



入力 Revit ファイルを OSS にアップロードする

Bucket を作成。

ファイルをアップロード
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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



▪ 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

OSS の Direct-to-S3 アプローチへの移行

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


入力 JSON データの作成

"parameters": {

"inputFile": {

"zip": false,

"ondemand": false,

"verb": "get",

"description": "input file",

"required": true,

},

"inputJson": {

"zip": false,

"ondemand": false,

"verb": "get",

"description": "input json",

"required": false,

"localName": “params.json"

},

“outputFile": {

"arguments": {
“inputFile": {

"url": "https://myWebsite/revit sample file.rvt"
},
“inputJson": {

“url”: “data:application/json, {
‘width’: 3,
‘height’: 7

}"
},
“outputFile": {
"verb": "put",
"url": "https://myWebsite/signed/url/to/revit sample file.rvt"

}
}

Activity WorkItem

JSONデータをリクエストのパラメータに埋め込むと、

Revit アドインから JSON ファイルとして取得可能。
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出力 Revit ファイルの保存場所を設定

▪ バケットとファイル名を設定したエンドポイントを予め用意しておき、PUT メソッド
でアップロードするように設定します。
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WorkItem の作成

onComplete コールバックにサーバーで受け取る URL を設定します。

WorkItem が完了すると、Design Automation はアプリケーションにコールバックします。

▪ Forge_WEBHOOK_URL : ngrok の Forwarding URL



onComplete コールバックで呼び出されるメソッド

レポートログの取得

Revit ファイルのダウンロード URL の作成

SignalR でクライアントに通知

SignalR でクライアントに通知

onComplete で指定した URL



クライアントサイドのスクリプト

var connection;
var connectionId;

function startConnection(onReady) {
if (connection && connection.connectionState) { if (onReady) onReady(); return; }
connection = new signalR.HubConnectionBuilder().withUrl("/api/signalr/designautomation").build();
connection.start()

.then(function () {
connection.invoke('getConnectionId')

.then(function (id) {
connectionId = id; // we'll need this...
if (onReady) onReady();

});
});

connection.on("downloadResult", function (url) {
writeLog('<a href="' + url + '">Download result file here</a>');

});

connection.on("onComplete", function (message) {
writeLog(message);

});
}

サーバーからのプッシュ通知で呼び出される



補足事項
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Design Automation 実行時のデータの取り扱い

▪ Design Automation は、クライアント/Forge アプリが指定した任意のクラウドスト
レージのデータにアクセスして、Forge の一時的なデータ領域（ワーキングディレクト
リ）にダウンロードします。

▪ Forge の一時的なデータ領域のデータは、Design Automation の実行後に破棄されます。

クラウド ストレージ ワーキングディレクトリ
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クラウドストレージ上のファイル URL の取り扱い

▪ クラウドストレージ上のファイルを Design Automation に送信する方法

▪ ファイルの URL のみ（インターネット上の公開ファイルなど）

▪ ファイルの URL とアクセストークン → オートデスク クラウドストレージ/OSS

▪ 署名付き URL （URLの有効期限、One Time URL、読み書きアクセス権）→ OSS

Design Automation

公開ファイルの URL

Forge アプリ

ファイルの URL と

アクセストークン

ファイルの署名付きURL
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署名付き URL の取得

▪ Data Management API には、OSS にファイルの保存場所を事前に確保して、署名付
き URL を発行することもできます。

▪ この URL に対して、ファイルをアップロードする必要があるため、書き込みアクセス
権のある署名付きURLを取得する必要があります。

▪ 有効期限の設定

▪ 最初に１度だけ使用された後に期限切れになる One Time URL の設定

▪ アクセス権の設定

▪ access=read

▪ access=write

▪ access=readwrite
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Revit ローカライズ版のエンジンを指定可能

▪ 起動する Revit のエンジンを、英語以外の言語も指定することができます。

▪ /l JPN を指定。

▪ 日本語版で起動すれば、すべての Revit の出力も日本語版で実行されます。

▪ 日本語の名称を含んだビルトインの要素やタイプをサポートする場合に利用します。

▪ ただし、Revit を起動する OS は Windows Server 2019 英語版になります。
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サポートされているファイル: eTransmit ファイル

▪ eTransmit for Revit で出力した ZIP ファイルをサポート。

"arguments": {

"rvtFile": {

"url": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/revitio-dev/test-data/TopHost.zip"

},

"countItParams": {

"url": "data:application/json,{'walls': true, 'floors': true, 'doors': true, 'windows': true}"

},

"result": {

"verb": "put",

"url": "https://myWebsite/signed/url/to/result"

}

}
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サポートされているファイル: Revit リンクモデル

◼Revit ホストモデルと Revit リンクモデル、サブフォルダ配下の Revit リンクモデル
"rvtFile": {

"url": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/revitio-dev/test-data/TopHost.rvt",

"references": [

{

"url": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/revitio-dev/test-data/LinkA.rvt",

"references": [

{

"url": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/revitio-dev/test-data/LinkA1.rvt"

},

{

"url": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/revitio-dev/test-data/LinkA2.rvt"

}

]

},

{

"url": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/revitio-dev/test-data/LinkB.rvt"

}

]

},

TopHost.rvt

|-- LinkA.rvt

|   |-- LinkA1.rvt

|   |-- LinkA2.rvt

|

|-- LinkB.rvt 
※ サブフォルダのリンクモデルもサポート
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サポートされているファイル: ZIP ファイル

▪ アップロード速度を向上させるために、Revit モデルを ZIP 圧縮して送信することが
できます。

▪ “pathInZip” オプションで、メインの Revit モデルのパスを指定します。

"arguments": {

"rvtFile": {

"url": "https://path/to/zip/file.zip",

"pathInZip":  "RevitFile.rvt"

},

}



▪ 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！！

ご注意：進化し続ける Forge・開発作業に終わりはなし

クラウドサービス

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


▪ 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

Forge Data Days

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：
.NET Core サンプルに Viewer 機能を
追加する
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.NET Core サンプルに Viewer 機能を追加

▪ 下記のブログ記事を参照しながら、Bucket に保存されている Revit 
プロジェクトファイルを Model Derivative API で SVF に変換して、
Forge Viewer に表示する部分を追記していきましょう。
▪ https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/03/design-automation-

api-for-revit-learn-autodesk-forge-tutorial-sample-part2.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2019/03/design-automation-api-for-revit-learn-autodesk-forge-tutorial-sample-part2.html
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Model Derivative API で SVF に変換

▪ デザイン ファイルを変換

▪ Viewer 用に SVF 形式に変換してブラウザで表示

▪ 他のデザイン ファイル形式に変換

▪ ジオメトリ データやモデル階層の展開

▪ サムネイル画像の生成
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マニフェストの取得

▪ ソースファイルの変換処理（ジョブ）の進捗状況とデリバティブ（派
生ファイル） の情報（デリバティブの形式、URNなど）をJSON 形
式で表したもの

ソースファイルの URN を指定して SVF 形式（または他の形式）への変換処理（ジョブ）を依頼

例えば、RVT から変換できる形式は、DWG, IFC, SVF, サムネイル画像のみ

マニフェストを取得して、デリバティブ（派生ファイル）の変換処理（ジョブ）の進捗状況をチェック

変換処理（ジョブ）が完了していれば、Viewer に表

示可能な要素として viewableID が割り振られる

デリバティブ（派生ファイル）の URN を指定してダウ

ンロードすることもできる
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Viewer 表示のためのアクセストークン

▪ Forge を利用するにあたっては、セキュリティの観点から、サー
バーサイドで利用するアクセストークンと、クライアントサイドで
利用するアクセストークンを、それぞれ分けて利用するよう推奨し
ております。

▪ インターナルトークン

▪ Design Automation API, Data Management API, Model Derivative 
API

▪ Scope.BucketCreate, Scope.BucketRead, Scope.BucketDelete, 
Scope.DataRead, Scope.DataWrite, Scope.DataCreate, 
Scope.CodeAll

▪ パブリックトークン

▪ Forge Viewer のみ

▪ Scope.ViewablesRead



付録：

コストについて
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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

▪ Design Automation API の課金とコスト算出について

https://forge.autodesk.com/pricing
https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/02/estimate-design-automation-costs.html
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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



▪ 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

クラウドクレジットの Autodesk Flex への移行

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


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）

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 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



▪ 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）

3月29日以降の購入方法

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


▪ 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

購入アクションの方法

mailto:forge.orders@autodesk.com


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

Pricing ページ

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


▪ 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

クラウドクレジットは当面存続
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▪ 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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