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• Model Derivative API の役割

• SVF 変換時の変換オプション

• SVF 変換で得られるメタデータの利用

• Model Derivative API の将来

アジェンダ



• デザイン ファイルを変換

§ 他のデザイン ファイル形式に変換

§ Viewer 用に SVF 形式に変換してブラウザで表示

§ 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

§ RESTful API

Model Derivative API の役割

ソース ファイル

アウトプット

ファイル変換

サムネイル画像

ジオメトリ展開

データ展開



Forge Viewer ソリューションの流れ

Data Management APIAuthentication API Model Derivative API Viewer

シード ファイル

シード ファイル を
SVF ファイルに変換

配信されるのは
derivables



SVF 変換時の変換オプション



• POST job のリクエスト ボディ

リクエスト パラメータ timelinerProperties

{
"input": {

"urn": <urn>
},
"output": {

"formats": [
{

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

"2d",
"3d"

],
"advanced": {

"timelinerProperties": true
}

}
]

}
}



Timeliner (NWD ファイルのみ)



SVF 変換時の変換オプション



• POST job のリクエスト ボディ

リクエスト パラメータ generateMasterViews

{
"input": {

"urn": <urn>
},
"output": {

"formats": [
{

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

"2d",
"3d"

],
"advanced": {

"generateMasterViews": true
}

}
]

}
}



部屋とスペース (RVT ファイルのみ)



SVF 変換で得られるメタデータの利用



• ビュー上のオブジェクト階層メタデータの GUID を取得

派生データの取得 － その１



• GUID からツリー構造やオブジェクト毎の情報を取得

派生データの取得 － その２



Revit 派生データでのバージョン比較例
* VS Code Forge Tools エクステンションを利用



• パフォーマンス向上の計画：

§ 大規模モデルへの対応拡大

§ モバイル デバイス等、低メモリ環境での利便性改善

⇨ 新しい SVF2 形式の導入

Model Derivative API の将来



• Streaming Vector Format の正常進化バージョン

• 当初 OTG（Oscar The Grouch‘s）で紹介

• BIM 360 Docs 上で超大規模モデル表示用途で利用

• ジオメトリの共有利用、キャッシュ再利用による効果

• 少メモリ、Socket 通信による高速ロード、etc

• Model Derivative API で SVF2 を指定して変換が必要

• Forge Viewer 7.25 以上のバージョンで表示可能

• Private Beta として一部デベロッパの方による評価中（2020年9月現在）

Private Beta：SVF2 形式
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関連セッションのご案内



Email：forge.help@autodesk.com
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